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畜産技術協会は、平成14年度から平成17年度にわたって日本中央競馬会特別振興資金による
(財)全国競馬・畜産振興会の畜産振興助成事業の畜産振興対策支援事業の中の飼養管理新技術確
立普及推進事業の助成を受けて、肉用牛生産の低コスト化と高品質化を図る技術情報の普及・啓
発を目的とし、農林水産省の生産総合対策事業により都道府県の畜産試験研究機関が実施する共
同試験の中央推進会議を開催するとともに共同試験の成績を取りまとめ、および関連する情報を
提供するものです。
本報告書には、平成14年度から平成16年度にわたって、宮崎県畜産試験場及び鹿児島県畜産試
験場において実施された稲発酵粗飼料の肉用牛肥育の給与技術に関する共同の試験の成績を取
りまとめるとともに、収集した稲発酵粗飼料の肥育牛への給与技術に関連する情報を取りまとめ
たものです。また、事業の一環として別途、共同試験の成績や中央推進会議において検討された
事項をもとに技術マニュアルとして、「稲発酵粗飼料の肉用牛肥育の給与技術マニュアル」を作
成しました。
これら報告書及び技術マニュアルが、わが国の肉用牛肥育技術の向上のお役に立てれば幸いで
す。なお、当協会がこれまでに実施した本事業関連事業全体の推進経過については巻末に掲載し
たのでご参照下さい。
最後に本事業の推進にご尽力いただいた委員はじめ執筆にご協力いただいた方々に深く感謝
の意を表す次第です。

平成18年３月
社団法人

畜産技術協会

Ⅰ．稲発酵粗飼料の肉用肥育牛への給与技術に関する
共同試験成績

－1－

－2－

Ⅰ－１ 宮崎県畜産試験場試験成績
稲発酵粗飼料による肉用牛肥育試験（平成14～16年度）

はじめに

区）の順で有意に高くなっていたが、Ⅰ区で残

宮崎県の飼料イネの作付け面積は平成15年

餌が多くⅡ区でも個体によっては残餌がみら

度で約1,200ha に達し、主として肉用牛繁殖経

れた。濃厚飼料はⅢ区、Ⅱ区、Ⅰ区の順で有意

営において活用されている。現状では、肥育牛

に高くほぼ計画どおりとなった。中期では、Ⅲ

においては粗飼料の大部分を輸入に頼ってい

区において粗飼料の摂取量が低くバラツキが

るが、海外悪性伝染病の進入防止の為には、粗

みられた。後期においてはⅡ区において濃厚飼

飼料の国内生産が望まれており、飼料イネはそ

料及び粗飼料で摂取量が高い傾向となった。

の重要な資源であると考えられることから、そ

発育及び増体成績については、日増体量がⅡ

の利用性の向上についてはますます重要にな

区において他の区に比べて前期から高い傾向

ると考えられるので、その給与が肥育成績に及

を示し、中期及び後期でも高く、全期間におい

ぼす影響について調査した。

ては、Ⅰ区の0.84kg、Ⅲ区の0.86kg に対してⅡ
区で0.96kg と有意に高くなった。

(1) 肥育牛への稲発酵粗飼料の給
与水準が肥育成績に及ぼす影
響について（平成14～15年度）

が752.5kg、Ⅲ区で701.5kg とⅡ区で大きい傾向

肥育前期においてモーれつ種のホールクロ

枝肉成績については、枝肉重量はⅡ区で

ップサイレージ（ＷＣＳ）給与割合をＴＤＮベ

477.4kg で最も大きかった。ロース芯面積はⅠ

ースで10～30％で設定し肥育試験を行い肥育

区が53.8c ㎡、Ⅱ区60.8c ㎡、Ⅲ区52.3c ㎡とな

成績に及ぼす影響について調査し、適正な給与

りⅡ区で大きかったが有意ではなかった。

試験終了時の体重は、Ⅰ区が689.0kg、Ⅱ区
にあった。

脂肪交雑(ＢＭＳ No.)はⅠ区3.8、Ⅱ区で4.3、

割合について検討した。

Ⅲ区で5.3となったがその差は有意ではなかっ
た。

前期における飼料イネＷＣＳの摂取量は、Ｔ
ＤＮ当たり30％(Ⅰ区)、20％(Ⅱ区)、10％（Ⅲ

－3－

ったが、枝肉単価と枝肉重量を肥育日数で割っ
た日増加額ではⅠ区が686円、Ⅱ区847円、Ⅲ区
768円となりⅡ区が最も収益性が高い傾向とな
った。

肉色及び脂肪色については、各区に差はみら
れず適正な値の範囲であった。格付け成績では
Ａ―４以上の頭数はⅡ区で１頭、Ⅲ区で２頭で
あった。なお、胸最長筋の粗脂肪率含量では、
Ⅰ区32.9％、Ⅱ区34.9％、Ⅲ区38.3％で脂肪交
雑(ＢＭＳ No.)の高かったⅢ区で高い傾向に
あったが有意ではなかった。
枝肉単価については、Ⅰ区1,808.5円、Ⅱ区
1,835円、Ⅲ区1,865.8円とⅢ区で高い傾向にあ

－4－

血液成分では、血中β-カロテン濃度は前期

料イネＷＣＳに変更したところ、各区で摂取量

において上昇し、12か月齢ではⅠ区131.1μg/d

は増加した。とくに、スプライスＷＣＳ区で高

ι、Ⅱ区135μg/dι、Ⅲ区132.7μg/dιと高く

い傾向にあった。濃厚飼料については、給与設

なりその後は低下し19か月齢ではⅠ区33.6μ

定は各区同じにしたがスプライスＷＣＳ区で

g/dι、Ⅱ区33.3μg/dι、Ⅲ区30.4μg/dιと

やや採食量が少ない傾向であったが有意では

なりその後は上昇した。ビタミンＡ濃度につい

なかった。イタリアン乾草区も相対的には高い

ては前期で高く12か月齢時点でⅠ区93.5IU/dl、 摂取量であったが、粗濃比からすると粗飼料の
103.9IU/dl、107.9IU/dl となり１９か月齢では

摂取量は低かった。

Ⅰ 区 で 25.5IU/dl 、 Ⅱ 区 22.5IU/dl 、 Ⅲ 区
24.3IU/dl で最も低くなっていた。β-カロテン
とビタミンＡの推移は連動していたが、濃厚飼
料からのビタミンＡ添加の影響もあり各試験
区における有意な差は、みられなかった。これ
らのことから、飼料イネＷＣＳはＴＤＮ割合で
20％給与することにより肥育前期の優れた粗
飼料であることが示唆された。

(2) 稲発酵粗飼料の給与における
品種の影響と給与技術の検討
（平成15～16年度）
飼料イネホールクロップサイレージ（ＷＣ
Ｓ）の肥育牛に対する給与については肥育前期
に給与することが有効であることを実証した
が、併せて肥育後期へも活用することでビタミ
ンコントロールの上からは問題ないとされる
ことから後期についても給与を実施するとと
もにモーれつ種とスプライス種による品種の
影響についても検討した。
飼料の摂取量は肥育前期においてはイタリ
アン乾草区より、飼料イネＷＣＳ給与区で高く
モーれつＷＣＳがより高い傾向を示していた。
これは一部の牛でスプライスＷＣＳの種実を
開始当初に残す傾向にあったことが反映して
いると思われた。また、イタリアン乾草では採
食量の個体差が大きいことが特徴であった。中
期においては飼料イネＷＣＳから稲ワラに変
更したことと濃厚飼料の給与量が高くなった
ことが、採食量の低下した原因と思われる。

発育及び増体成績については、日増体量はⅠ

後期には再度前期と同じように粗飼料を飼

区において他に比べて前期から高い傾向を示

－5－

し、中期及び後期でも高く、全期間においては、

れず適正な値の範囲であった。格付け成績では

Ⅱ区の0.87kg、Ⅲ区の0.88kg に対してⅠ区で

４等級がⅠ区及びⅡ区で３頭、Ⅲ区で２頭とい

0.90kg であったが有意ではなかった。試験終了

う結果になった。
以上のことから、飼料イネＷＣＳの嗜好性がイ

時の体重は、Ⅰ区が745.8kg、Ⅱ区が719.5kg、

タリアン乾草(開花期)を上回る傾向を見せてお

Ⅲ区が737.0kg とⅠ区で大きい傾向にあった。

脂肪交雑(ＢＭＳ No.)はⅠ区5.5、Ⅱ区で5.8、 り、増体成績は飼料イネＷＣＳを給与した区がイ
Ⅲ区で4.5となり有意ではないが、飼料イネＷ

タリアン乾草区より優れる傾向にあった。品種別

ＣＳ区が良い結果となった。

ではモーれつ種が比較的良好であった。

肉色及び脂肪色については、各区に差はみら

－6－

また、枝肉成績においても肥育後期に飼料イ
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Ⅰ－２ 鹿児島県畜産試験場試験成績
稲発酵粗飼料の肉用牛肥育への給与技術に関する共同試験（平成16年度）
(1) はじめに

②飼料給与方法

自給飼料の増産・拡大，飼料自給率向上が緊
急の課題となっている中で飼料用イネが注目

ⅰ 濃厚飼料
肥育前期飼料（８～14ヵ月齢）

され，生産・利用技術の研究推進とともに作付

トウモロコシ圧片

20％

け面積も増加してきている。しかしながら肥育

大麦圧片

50％

牛への給与についての検討はなされていない。

一般ふすま

20％

そこで，飼料イネホールクロップサイレージを

大豆粕

9％

用いる肥育技術を検討および実証する。

炭酸カルシウム

1％

平成16年度においては，肥育中・後期におけ

ＴＤＮ

72.5％

る稲発酵粗飼料（ＷＣＳ）による稲ワラの代替

ＤＣＰ

11.3％

について検討した。

ＣＰ

14.3％

肥育中後期飼料（15～26ヵ月齢）

(2) 試験材料および方法
１）供試牛
供試牛は，黒毛和種去勢牛８頭（忠茂－

トウモロコシ圧片

30％

大麦圧片

45％

一般ふすま

20％

金徳）を用い各区４頭ずつで開始したが，

大豆粕

4％

途中１頭が病死したためⅠ区４頭，Ⅱ区３

炭酸カルシウム

1％

頭となった。

ＴＤＮ

73％

２）肥育方法

ＤＣＰ

9.5％

①試験期間

ＣＰ

12.3％

生後８～26ヵ月齢（18ヵ月間）

表１ 試験計画の概要
区分

肥育前期

肥育中期

肥育後期

８～14 ヶ月

15～22 ヶ月

23～26 ヶ月

Ⅰ

イネＷＣＳによる

稲ワラの給与割合

イネＷＣＳの給与割合

(４頭)

ＴＤＮ20％

原物 10％

原物 10％

Ⅱ

イネＷＣＳによる

稲ワラの給与割合

稲ワラの給与割合

(３頭)

ＴＤＮ20％

原物 10％

原物 10％

水分のものとなった。平成15年産は，

ⅱ 飼料イネＷＣＳ
試験に用いたＷＣＳについては、品

乳熟期，予乾１日後ラッピングした。

種はモーれつで，平成14年産は，乳熟

天候の影響もありダイレクトカット

期，予乾２日後ラッピングしたため低

に近い水分含量となった。

－8－

表２ ＷＣＳの成分分析値
水分(％)
ＣＰ(％)
ＴＤＮ(％)
ＤＣＰ(％)
β-ｶﾛﾃﾝ(mg/100g)

H14産
14.7
4.9
41.5
2.6
0.43

３）調査項目および調査方法
H15産
52.8
3.2
48.9
1.7
0.53

①体重
体重は試験開始後２週間隔で，毎回午後
１時に測定した。
②飼料摂取量
毎朝、飼料給与前に残食を採取し，計量

※水分,β-ｶﾛﾃﾝ以外は乾物当たり

して飼料摂取量を算出した。
③血液

ⅲ 飼料給与量

血液試料は４週間毎に体重測定後頸静脈

両区とも前述の濃厚飼料と粗飼料
で混合飼料を作成し飽食とした。なお，

から採血し，血清分離後-30℃で凍結保存後

肥育前期のＷＣＳの混合割合は，宮崎

ＶＡの測定に供した。
④枝肉成績

畜試の試験結果から，ＴＤＮあたり
20％と設定した。肥育中期および肥育

(社)日本食肉格付協会および和牛産肉能

後期の粗飼料配合割合は原物重量で

力検定法に基づき調査した。また，胸最長

10％とした。

筋の一般組成について分析した。

表３ 飼料摂取量
区分

前期1
濃厚飼料 ＷＣＳ
Ⅰ区 Mean 1,233.8
493.5
SD ±185.1 ± 74.0
Ⅱ区 Mean 1,167.5
467.0
SD ± 79.4 ± 31.8

前期２
濃厚飼料 ＷＣＳ
399.7
319.8
± 41.4 ± 33.1
382.8
306.3
± 20.2 ± 16.1

中期
濃厚飼料 稲ワラ
1,648.2
183.1
±164.5 ± 18.3
1,671.3
185.7
±138.3 ± 15.4

（単位：kg）
後期
濃厚飼料 粗飼料
847.9
94.2
±141.3 ±15.7
867.1
96.3
± 61.7 ± 6.9

※後期粗飼料：Ⅰ区WCS,Ⅱ区稲ワラ

表４ ＴＤＮ摂取量
区分
濃厚飼料
Ⅰ区 Mean
894.5
SD ± 134.2
Ⅱ区 Mean
846.4
SD ± 57.6

（単位：kg）
前期1
ＷＣＳ
204.8
± 30.7
193.8
± 13.2

WCS割合(%)
18.6
18.6

濃厚飼料
289.8
± 30.0
277.6
± 14.6

前期２
ＷＣＳ
73.9
± 7.7
70.8
± 3.7

WCS割合(%)
20.3
20.3

(3) 結果及び考察

たことから原物重量で30％の配合割合とな

１）飼料摂取状況

った。前期２では，逆に高水分となり44％

表３に飼料摂取量を示した。肥育前期に

の配合割合となった。いずれの期間につい

ついては，平成14年産ＷＣＳを給与した期

てもＷＣＳ混合飼料の嗜好性は良好で，肥

間(８～12ヵ月齢)を前期１，平成15年産Ｗ

育前期のピーク時で12kg/日の混合飼料を

ＣＳを給与した期間(13～14ヵ月齢)を前期

摂取していた。
ＴＤＮ摂取量におけるＷＣＳ割合につい

２とした。
前期１では，乾草に近い水分含量であっ
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ては，前期１は18.6％，前期２は20.3％と

なりほぼ設計どおり摂取していた（表４）。

50％量のＶＡ製剤を毎日投与することで上

給与飼料および試験処理を同一とした肥育

昇し，肥育終了時にはⅠ区90.8±28.1IU/dl，

前期および肥育中期における飼料摂取量に

Ⅱ区106.0±5.2IU/dl となった。

は両区間に有意な差は見られなかった。
肥育後期については，ＷＣＳ混合飼料の
Ⅰ区と稲ワラ混合飼料のⅡ区との間に飼料
摂取量およびＴＤＮ摂取量に有意な差は見
られなかった。

３）増体成績
表５に増体成績を図２に体重の推移を示
した。
肥育前期については，WCS 混合飼料の嗜
好性が高かったこと，血中ＶＡ濃度が高く

２）血中ビタミンＡ濃度の推移

推移したことから，発育も良好で期間ＤＧ

図１に血中ＶＡ濃度の推移を示した。肥
育開始時の血中ＶＡ濃度は，Ⅰ区が113.8

はⅠ区1.24±0.16kg，Ⅱ区1.24±0.13kg と
なった。

±16.1IU/dl，Ⅱ区が140.7±2.08IU/dl と

肥育中期は，血中ＶＡ濃度の低下に伴い

有意な差が見られた(Ｐ<0.05)が，これは供

採食量が低下したことが影響し，期間ＤＧ

試牛を外部から導入したため，育成時のＶ

はⅠ区 0.59±0.1kg，Ⅱ区0.61±0.12kg と

Ａレベルに差があったと考えられる。その

なった。

後12ヵ月齢まで両区間に有意な差が見られ

肥育後期は，血中ＶＡ濃度の上昇に伴い

た。肥育開始から低下していた血中 VA 濃度

採食量が向上し，期間ＤＧはⅠ区0.81±

は11ヵ月齢から維持で推移した。前期１で

0.27kg，Ⅱ区0.71±0.02kg となった。

給与したＷＣＳのβ-カロテンの含量と給
与量では，両区平均おおよそ100 IU/dl 程
度を維持した。13～15ヵ月齢（前期２）は
平成15年産ＷＣＳとなりβ-カロテン含量
が増加したこと、ＷＣＳの給与割合が増え
たことで上昇し肥育前期終了時でⅠ区
152.8±19.4IU/dl，Ⅱ区184.3±38.2IU/dl
となった。
肥育中期開始後は，粗飼料を稲ワラとし
たことで低下し，５ヵ月後の20ヵ月齢時に
は Ⅰ 区 35.0 ± 8.0IU/dl ， Ⅱ 区 40.7 ±
12.4IU/dl となった。特に15～16ヵ月齢の
１ヶ月間は両区とも80IU/dl 減少していた。
13ヵ月齢から急激に上昇したことで肝臓等
への蓄積が少なかったのではないかと考え
られる。血中ＶＡ濃度低下時の対処として，
日本飼養標準ＶＡ要求量の50％量のＶＡ製
剤を１週間添加した。両区とも３回のＶＡ
製剤投与を実施した。
肥育後期は，日本飼養標準ＶＡ要求量の
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肥育全期間におけるⅠ区とⅡ区の増体に
ついて，有意な差は見られなかった。

４）枝肉成績

Ⅱ区64.3±7.6cm2と有意な差は見られなか

枝肉成績を表６－１，６－２に示した。

った。肉質に関する項目については，ＢＭ

枝肉重量は，Ⅰ区485.5±49.3kg，Ⅱ区462.5

Ｓ.No.がⅠ区6.8±1.0，Ⅱ区5.3±1.5と有

±31.6kg と良好な増体成績が反映された

意な差は見られなかった。その他の項目に

結果となり両区間に有意な差は見られなか

ついても有意な差は見られなかった。

った。胸最長筋面積は，Ⅰ区54.8±3.4cm2，

表５ 増体成績
区分

（単位：kg）

肥育開始時

前期終了時

体重
Ⅰ区 Mean
SD
Ⅱ区 Mean
SD

体重

中期終了時

ＤＧ

体重

後期終了時

ＤＧ

体重

肥育期間

ＤＧ

ＤＧ

280.8

541.8

1.24

674.3

0.59

763.0

0.81

0.89

±26.6

±50.4

±0.16

±58.4

±0.10

±86.1

±0.27

±0.14

266.3

526.3

1.24

664.0

0.61

740.7

0.71

0.87

±14.5

±34.7

±0.13

±50.8

±0.12

±49.1

±0.02

±0.09

表６-１ 枝肉成績
区分
Ⅰ区 Mean
SD
Ⅱ区 Mean
SD

枝肉重量

胸最長筋

バラ厚

皮下脂肪厚 歩留基準値

ＢＭＳ

ＢＣＳ

(kg)

面積(?)

(㎝)

(㎝)

(%)

(No.)

(No.)

485.5

54.8

9.2

2.8

74.1

6.8

3.8

± 49.3

± 3.4

± 0.4

± 0.9

± 0.4

± 1.0

± 0.5

462.5

64.3

9.2

3.1

75.3

5.3

4.0

± 31.6

± 7.6

± 1.5

± 0.7

± 2.3

± 1.5

± 0.0

表６-２ 枝肉成績
区分

光沢

Ⅰ区 Mean
SD
Ⅱ区 Mean
SD

表７ 脂肪融点

締まり

きめ

ＢＦＳ

光沢と質
(No.)

4.3

4.3

4.8

3.0

5.0

±0.5

±0.5

±0.5

±0.0

±0.0

3.7

3.7

4.3

3.0

5.0

±0.6

±0.6

±0.6

±0.0

±0.0

（単位：℃）

区分

皮下
脂肪

筋間
脂肪

Ⅰ区 Mean

23.9

26.8

29.9

±3.1

±2.0

±2.9

22.7

25.4

28.4

±2.5

±1.2

±4.0

SD
Ⅱ区 Mean
SD

胸最長筋内
脂肪

表８ 胸最長筋の組成
区分

一般成分(%)

Ⅰ区 Mean
SD
Ⅱ区 Mean
SD

色調
L*(明)

ａ*(赤)

ｂ*(黄)

総色素量
(mg/%)

0.63

52.66

27.45

19.54

131.54*

±0.86

±0.06

±10.03

±2.89

±1.20

± 3.11

37.72

13.71

0.72

52.45

31.20

21.48

200.48

±5.09

±1.25

±0.12

±3.17

±4.81

±1.32

±50.57

水分

粗脂肪

粗蛋白

44.76

42.29

12.46

± 3.14

±4.97

47.43
± 4.15

灰分

＊P＜0.1
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表９-１ 枝肉構成重量

（単位：kg）

区分

筋肉

Ⅰ区 Mean

125.6

36.7

45.7

9.4

23.2

±16.1

±4.2

±6.2

±1.5

±3.1

121.7

35.5

42.9

11.9

23.3

±10.6

±5.3

±5.0

±2.6

±2.6

SD
Ⅱ区 Mean
SD

皮下脂肪

筋間脂肪

体腔脂肪

表９-２ 枝肉構成割合
区分

筋肉

Ⅰ区 Mean
SD

（単位：％）
皮下脂肪

筋間脂肪

体腔脂肪

骨その他

52.1

15.3

19.0

4.0

9.6

±0.8

±0.5

±0.4

±1.1

±0.3

51.7

15.1

18.2

5.1

9.9

±0.9

±2.1

±1.6

±1.2

±1.1

Ⅱ区 Mean
SD

骨その他

表10 -１ 脂肪酸組成（胸最長筋）
区分
Ⅰ区 Mean
SD
Ⅱ区 Mean
SD

C14:0

C14:1

C16:0

2.8

0.8

26.7

±0.6
2.3
±0.3

C16:1

C18:0

C18:1

C18:2

C18:3

3.8＊ 11.6

52.2

2.0

0.12

±0.2 ± 2.2 ±0.2
0.7

26.1

（単位：％）

± 1.2 ± 2.8

3.2

±0.1 ± 1.6 ±0.3

11.3

54.2

± 0.7 ± 2.6

ＳＦＡ ＭＵＦＡ ＰＵＦＡ
56.8

2.1

±0.5 ±0.03 ± 3.2 ± 2.6

±0.6

1.9

0.09

41.1
39.8

58.2

2.0

±0.5 ±0.03 ± 2.3 ± 2.8

±0.6

＊P＜0.1

表10 -２ 脂肪酸組成（筋間脂肪）
区分
Ⅰ区 Mean
SD
Ⅱ区 Mean
SD

C14:0

C14:1

C16:0

2.6

1.5

23.7

±0.7

±0.2

2.2

1.2

±0.3

±0.2

C16:1

（単位：％）
C18:0

C18:1

C18:2

C18:3

8.7

55.4

1.9

0.04

35.0

63.1

1.9

±1.0

±4.4

±0.4 ±0.72

±4.1

±3.8

±0.5

4.9

8.8

57.0

0.08

34.8

63.1

2.0

±0.8 ±0.4

±0.8

±1.3

±0.5 ±0.72

±0.9

±1.3

±0.5

6.2＊

±3.1 ±0.5
23.8

2.0

ＳＦＡ ＭＵＦＡ ＰＵＦＡ

＊有意差あり（P＜0.05）

５）胸最長筋の理化学分析値

響を与えると予想していたが，稲ワラ混合

枝肉分離時に採取した胸最長筋の理化学
分析値を表８に示した。粗脂肪含量は，Ⅰ

飼料のⅡ区と比較して有意な差は見られな
かった。

区が42.29±4.97％，Ⅱ区が37.72±5.09％

総色素量については，Ⅰ区が131.54±

と有意な差が見られなかった。また，水分，

3.11，Ⅱ区が200.48±50.57と有意な差は見

粗蛋白等についても同様の結果となった。

られなかったがＰ＜0.1となりⅠ区が少な

胸最長筋の色調（Ｌ*，ａ*，ｂ*）につい
ては，肥育後期にＷＣＳ混合飼料を給与し
たⅠ区については，肉色および脂肪色に影
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い傾向が見られた。

６）枝肉構成割合

量の10％程度であれば給与可能であること

左半丸を筋肉，皮下脂肪，筋間脂肪，体

が示された。しかしながら，予乾日数や収穫

腔脂肪，骨その他に分離し，重量および構

条件によって水分含量，栄養価，β-カロテ

成割合を表８に示した。枝肉構成重量およ

ン含量が大きく異なることが，肥育での利用

び構成割合については，すべてにおいて有

を難しくする可能性がある。今回，前期２で

意な差は見られなかった。

給与した高水分で高β-カロテン濃度のＷＣ
Ｓを前期の全期間給与すると，体内でのＶＡ

７）脂肪酸組成

蓄積量が大きくなり，肥育中期でのＶＡコン

胸最長筋と筋間脂肪の脂肪酸組成を表10

トロールを困難なものにすることが予想さ

－１，10－２に示した。Ⅰ区について，モ

れる。これらのことから，十分な予乾を含め

ノ不飽和脂肪酸(ＭＵＦＡ)である C16:1

た安定した調整技術を前提とした給与が必

（パルミトレイン酸）が，胸最長筋では多

要である。

い傾向（P＜0.1）が，筋間脂肪については
有意に多い結果となった。飽和脂肪酸(ＳＦ

参考文献

Ａ)，ＭＵＦＡ，多価不飽和脂肪酸(ＰＵＦ

1) 岡 章生・岩本史之・道後泰治.肥育中期
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以降の粗飼料給与レベルが但馬牛去勢牛
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10％としたことでⅡ区よりⅠ区の濃厚飼料
（トウモロコシ）割合が高くなったことに
起因していると推測できた。

(4)まとめ
肥育前期でのＷＣＳ給与については，採食
量の増加による増体成績の向上が期待でき
ること，枝肉成績（肉色・脂肪色）への悪影
響が見られないことから利用可能であると
考えられる。また，肥育後期についても給与
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Ⅰ－３ 全体とりまとめ
稲発酵粗飼料活用肥育技術確立に係る共同試験成績全体とりまとめ

肉用中の肥育経営においては、粗飼料の多くを

る傾向を示した。鹿児島県では、β-カロテン濃

輸入に依存しているが、海外悪性伝染病の発生を

度が 0.53mg/100gＤＭではＶＡが 100IU/dl を維持

契機として安定的な自給粗飼料の確保が重要とな

したが、13～15 か月では飼料イネＷＣＳのβ-カ

っている。このため、近年作付けが伸びている飼

ロテン濃度が 1.12mg/100gＤＭでは各試験区で血

料イネについて黒毛和種肥育牛への給与技術の確

中ＶＡは 152.8IU/dl 及び 184.3IU/dl と大きく増

立のため、鹿児島県及び宮崎県畜産試験場で給与

加した。しかしながら、稲ワラへ転換したことに

試験を実施した。

よりその後１か月間は 80IU/dl に減少していた。

飼料イネＷＣＳの肥育前期における給与水準と

また、品種及び草種の影響について比較した試験

しては、モーれつ種ではＴＤＮ当たりの給与量と

ではβ-カロテン濃度が 0.26mg/100gＤＭと低か

して 20％区で良好な発育を示し、枝肉重量も大き

ったイタリアン乾草区が前期 90IU/dl 程度で推移

くなる傾向を示した。このことは、鹿児島県のＴ

したのに比べて、モーれつ種の 1.97mg/100gＤＭ

ＭＲ給与により前期の日増体量が 1.24kg と良好

及びスプライス種の 0.95mg/100gＤＭでは前期に

な発育を示したことからも適正な給与水準であっ

おける血中ＶＡは 100IU/dl 以上で推移した。
よっ

たと示唆された。

て血液中のビタミンＡ濃度の影響は飼料イネＷＣ

飼料イネＷＣＳの採食性については、イタリア

Ｓのβ-カロテン濃度が 0.85mg/100ｇＤＭ以上と

ン乾草（開花期）より良好で、肥育前期の乾物摂

なるような場合にはβ-カロテンの蓄積に留意す

取量への効果が高いことが明らかとなった。
また、

る必要があると考えられた。

品種別の比較では、肥育前期においては、モーれ

以上のことにより飼料イネＷＣＳの黒毛和種肥

つ種（糊熟期）がスプライス種（黄熟期）より摂

育牛への給与は、肥育前期においてＴＤＮ割合で

取量は高い結果となった。肥育後期における給与

20％で良好な発育を示すこと、さらにＴＭＲ給与

についても、肉の脂肪色に影響はなく良好な格付

によっても高い増体量となることが明らかとなっ

け成績を示しており、後期稲ワラ給与区とも差が

た。中期においては、稲ワラを利用することによ

なかったことから給与量の 20％程度であれば、稲

り、
血液中のビタミンＡ濃度は低下する。ただし、

ワラに替えて給与可能であることが明らかとなっ

ビタミンＡコントロールの上からは飼料イネＷＣ

た。

Ｓのβ-カロテン含量が乾物 100g 当たり 0.85mg

飼料イネＷＣＳの給与が血中ビタミンＡ濃度に

以上では、β-カロテンが蓄積される可能性があ

及ぼす影響については、宮崎県の試験では、乾物

ることから利用の上からそれ以下に調整する方が

当たりのβ-カロテン濃度が 0.85mg/100gＤＭ（乾

ビタミンＡコントロールは行い易いことが示唆さ

物当たり）であった場合には、肥育前期における

れた。

血液中のビタミンＡ濃度（以下血中ＶＡ）は 12

そして、肥育後期においても飼料イネＷＣＳの

か月齢における 130IU/dl をピークとしてその後

利用が給与量の 10％程度であれば枝肉成績や肉

稲ワラへの切替及び濃厚飼料へのＶＡ添加中止に

質に問題なく給与可能であることが明らかとなっ

より低下する傾向を示し、19 か月齢で最も低くな

た。
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Ⅱ．稲発酵粗飼料の肉用肥育牛への給与技術に関連する
収集情報

－15－

－16－

Ⅱ－１ 稲発酵粗飼料の肉用牛給与に関する研究レビューおよび稲発酵
粗飼料による肉用牛肥育に係わるプロジェクト研究等の概要と成績
畜産草地研究所 中西 直人
平成10年には約50ha にすぎなかった飼料イ

蓄積されると、肉色の退色や脂質の酸化を抑

ネの作付け面積は、16年度には4500ha へ急速に

制すると言われている。稲発酵粗飼料はビタ

増加してきた。今後も自給飼料増産の必要性や

ミンＥを70～80mg/kg 程度含んでいる。18.5

行政からの要請に対応して作付け面積の拡大

ヵ月齢から８～10ヵ月間、黒毛和種去勢牛に

が期待されている。これまで肉用牛においても

稲発酵粗飼料（原物約7kg）と市販配合飼料

作付け面積の増加にともない稲発酵粗飼料の

（約６kg）を給与したＣ区、稲発酵粗飼料と

給与が行われてきたが、作付け面積の一層の拡

米ヌカ（１kg）、玄米(2.5kg)、市販配合飼料

大を図るためには、肥育牛、繁殖牛、育成牛に

(約2.5kg)を給与した区、稲ワラ(１kg)と配

対応した技術開発を積み重ね、安心して利用で

合飼料(７kg)を給与した区を設けた。稲発酵

きる稲発酵粗飼料の給与法を確立する必要が

粗飼料を給与すると血液中のα-トコフェロ

ある。現在、試験機関では飼料イネの給与法に

ールが多くなった。また米ヌカ、玄米を給与

関する研究開発が精力的に行われている。飼料

するとさらに増加した。稲発酵粗飼料および

イネに関する研究レビュ－は、畜産技術協会の

米ヌカを給与すると肝臓、筋肉（半腱様筋）
、

平成15年度の報告書「稲発酵粗飼料の肥育技術

筋肉内脂肪中のα-トコフェロール含量が増

に関する共同試験情報第２集およびビタミン

加した。筋肉中にはα-トコフェロールが

Ａ制御による黒毛和種牛高度肥育技術に関す

3.7mg/kg 含まれており、貯蔵中の肉色が良

る共同試験成績」において小川１）が1980年代か

好のまま保持されることが期待できる。

ら2002年までに発表された稲発酵粗飼料の試

果が報告される予定である。そこで重複をさけ

飼料イネＷＣＳの肉用牛への適正給与
量の確立（清水、他、ブランドニッポン
３ 系 平 成 15 年 度 研 究 推 進 会 議 資 料
2004）3）

るために、小川が研究レビューにおいて紹介し

黒毛和種雌牛を用いて、稲発酵粗飼料を前

た試験と畜産新技術実用化対策事業の試験結

期（12週）８kg、中期(40週)と後期（36週）

果は省略し、新たに発表された研究成果につい

６～８kg 給与し、ビタミンＡが無添加の地

て述べることにする。

域飼料を活用した濃厚飼料を自由摂取させ

験研究についておこなっている。また畜産新技
術実用化対策事業で宮崎県と鹿児島県で実施
されている課題は平成17年度報告書で研究結

た１区、稲発酵粗飼料を前期８kg、中期と後

(1) 肉用牛に関する試験報告

期６～８kg 給与し、ビタミンＡを要求量の

１）稲発酵粗飼料及びイネ穀実サイレ
ージを用いた肥育技術

半分添加した濃厚飼料を自由摂取させた２

稲発酵粗飼料と米ヌカの給与は肥育牛の
血中ビタミンＥ濃度を高める（篠田、他、
東北農業研究成果情報 No17．2003）2)

与し、中期と後期は稲ワラ1.0～1.5kg 給与

ビタミンＥは、抗酸化作用を有し筋肉中に

のビタミンＡは稲発酵粗飼料とビタミンＡ
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区、稲ワラ1.5kg とチモシー1.0kg を前期給
し、ビタミンＡを要求量の半分添加した濃厚
飼料を自由摂取させた３区を設けた。血漿中

を要求量の半分添加した濃厚飼料を自由摂

に良好であり、肥育全期間の一日当たり増体

取させた２区が正常値を維持したが、１区と

は交雑種が1.0kg、黒毛和種は0.65kg である。

３区は減少した。血漿中のビタミンＥは稲発

血漿中ビタミンＡ濃度は、肥育前期、交雑種

酵粗飼料を給与した１、２区が増加し、地域

及び黒毛和種ともに肥育開始時のレベルを

飼料の濃厚飼料を給与した１区がさらに増

維持するが、肥育中後期では低下する。枝肉

加した。稲発酵粗飼料を給与すると飼料摂取

格付けは交雑種がＡ３、Ｂ３、黒毛和種がＡ

量が増加するが、増体がもっとも優れたのは

４、Ａ４である。また両品種ともＢＭＳナン

２区であった。枝肉格付けに３つの区で差は

バーは日本食肉格付協会の15年度の全国平

みとめられなかったが、ロース芯面積は稲発

均値を上回っており、また枝肉重量を除くそ

酵粗飼料を給与した１区、２区が大きい傾向

の他の枝肉測定項目も全国平均と差がない

にあった。

か、上回る値を示した。

黒毛和種肥育における飼料イネサイレ
－ジの活用（古澤、他、近畿中国四国研
究成果情報 平成15年度．2004）4）
で試験区は稲発酵粗飼料を給与し対照区は

黒毛和種去勢牛における全肥育期間を
通じたイネホールクロップサイレージ
の給与が血中ビタミン濃度と肉質に及
ぼす影響（押部、他、第42回肉用牛研究
会．2004）6）

チモシー乾草を給与した。15ヵ月齢以降は両

黒毛和種去勢牛に肥育中期（16～20ヵ月

区ともに稲ワラを給与した。肥育全期間の濃

齢）、濃厚飼料を7.0kg、稲発酵粗飼料を自由

厚飼料とＴＤＮ摂取量は、試験区が対照区よ

摂取させた試験区、稲ワラを2.0kg とモミ

り多い傾向にあるが、ＴＤＮ要求率に差はな

2.0kg と濃厚飼料を4.5kg 給与した対照区を

かった。一日当たり増体量や体型測定値に差

設けた。肥育前期（12～15ヵ月齢）と肥育後

はなく、枝肉成績も両区で差がなかった。血

期(21～28ヵ月齢)は、試験区、対照区とも稲

中ビタミンＡ濃度は、稲発酵粗飼料やチモシ

発酵粗飼料と濃厚飼料で飼育した。両区とも

ー乾草を最も給与した11ヵ月齢時に最高値

血漿中レチノール濃度は肥育開始より低下

を示し、以後低下するが、試験区より対照区

し、肥育中期は、対照区が顕著に低下した。

が高く推移した。これより肥育前期、稲発酵

血漿中α-トコフェロール濃度に差は認めら

粗飼料はチモシー乾草と同様に給与できる

れなかった。肥育終了時の枝肉格付けは、試

ことが明らかにされた。

験区がＡ２が２頭、Ａ３が１頭であり、対照

黒毛和種去勢牛を用いて、９～15ヵ月齢ま

区はＡ２が１頭、Ａ３が２頭であった。肉質

稲発酵粗飼料の給与が交雑種去勢牛と黒
毛和種去勢牛の肥育成績に及ぼす影響（中
西、他、第42回肉用牛研究会．2004）5）

項目、枝肉測定値に両区で差はなかった。

に抑えて、稲発酵粗飼料（ＷＣＳ）を自由採

イネ穀実サイレージ給与による黒毛和
種去勢牛の肥育（高平、他、関東東海北
陸 農 業 研 究 成 果 情 報 平 成 15 年 度 ．
2004）7）

食させた。肥育中後期（13ヵ月間）は濃厚飼

20ヵ月齢の黒毛和種去勢牛に、濃厚飼料

料と稲発酵粗飼料を自由採食させた。稲発酵

（ＴＤＮ割合で、とうもろこし主体配合飼

粗飼料の摂取量は交雑種及び黒毛和種とも

料：圧片大麦：ふすま=50:30:20）と粗飼料

交雑種去勢牛と黒毛和種去勢牛各２頭に
肥育前期（５ヵ月間）濃厚飼料を体重の1.5％
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（稲ワラ２kg／日・頭）を給与する対照区と、

前、出穂期刈り乾草のβ-カロテン含量は、

圧片大麦の全量をイネ穀実サイレージ（どん

調製後１～２ヵ月後には稲ワラと同程度ま

とこい）で代替するイネ穀実区の２区を設け

で低下している。開花～乳熟期刈り乾草のβ

た。試験期間は約５ヵ月間とした。ＴＤＮ摂

-カロテン含量は調製直後から稲ワラの範囲

取量は両区で差がなかったが、増体は試験区

内にある。

が小さかったので１kg に要したＴＤＮ量は、

Ｓナンバーに両区で差がなかった。これより

飼料イネ乾草の早期調製方法と飼料特
性（網田、他、九州沖縄農業研究成果情
報 第19号．2004）10）

肥育後期にイネ穀実サイレージを利用する

出穂期の飼料イネを刈り取る機械にモア

イネ穀実区が有意に高かった。枝肉重量、ロ
ース芯面積、バラの厚さ、皮下脂肪厚、ＢＭ

ことの可能性が示された。

コンディショナー（フレールタイプ）用いる
と、収穫ロスはモア利用時とほとんど変わら

２）飼料イネの乾草調製技術と肉用牛
への給与

ない。また水分調整が１日短くなり、より短

黒毛和種去勢牛肥育における飼料イネ
乾草の給与技術（森、他、九州沖縄農業
研究成果情報 第19号．2004）8）

製の間に、β-カロテンは稲ワラ並に減少し

飼料イネ乾草のβ-カロテンは乾物100g

ス割合は高くなるが、飼料中のＴＤＮ含量と

当たり0.15mg 程度と低いので、肥育前期に

ＴＤＮ収量は高まる。飼料イネ乾草を肉用牛

おいてはビタミンＡ等の添加をおこなった

育成牛に給与したところ稲ワラと同等の採

方が摂取量は高くなる。肥育前期において、

食量がみられ嗜好性に問題ない。

期間で乾草調製できる。また飼料イネ乾草調
保管の間も漸減する。飼料イネを糊熟期でモ
アを利用し刈り取り収穫すると調製時のロ

飼料イネ乾草は、トウモロコシサイレージ及

では枝肉重量、ロース芯面積、ＢＭＳナンバ

飼料イネ乾草調製におけるβ-カロテン
含量の動態（大宅、他、佐賀県畜産試験
場 日 本 草 地 学 会 誌 Vol.49 ． 別 号
2003）11)

ーも他の粗飼料に比べて問題はなく、脂肪色

水分が20％を越えると貯蔵約６ヵ月でカ

びチモシー乾草に比較して粗飼料からの乾
物の摂取量は多い。飼料イネ乾草を肥育全期
間に給与しても日増体量は大きい。枝肉成績

では薄い傾向にあった。

ビが発生した。β-カロテン含量は３日乾燥
で稲ワラ並に低下し、水分含量は刈取り後２

飼料イネ乾草における飼料成分組成と
β-カロテン含量の経時的変動（小村、
他、九州沖縄農業研究成果情報 第19号．
2004）9）

日で20％以下になった。梱包時水分含量が

飼料イネ乾草は、熟期がすすむにつれて、

料イネを乾草調製しイナワラ代替飼料とし

11.5～13.3％であれば、保存場所、ラップの
有無、ラップの色は４ヵ月貯蔵後のβ-カロ
テン含量に影響を与えなかった。出穂期の飼

粗蛋白質、ＤＣＰ及びＴＤＮは減少し、ＡＤ

て利用する場合、β-カロテン含量を考慮す

ＦとＮＤＦはやや増加する傾向にある。出穂

れば、３日以上天日で乾燥する必要がある。

前、出穂期刈り乾草は、暖地型牧草より10％
ＴＤＮが低い。開花～乳熟期刈り乾草は、稲
ワラの代替飼料として利用可能である。出穂
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３）稲発酵粗飼料の繁殖牛への給与
肉用繁殖牛の妊娠期における飼料イネ

サイレージの単味給与および大豆粕給
与が子牛生産性に及ぼす影響（中西雄二、
他、第42回肉用牛研究会．2004）12)

育試験も認められるので、稲発酵粗飼料の肥

黒毛和種成雌牛８頭を４頭ずつ２群に分

育全期間にわたって低β-カロテン含量の稲

けて、妊娠期のＴＤＮ要求量を稲発酵粗飼料

発酵粗飼料を確実に給与するためには、β-

で給与する単味区、稲発酵粗飼料と妊娠期増

カロテン含量の低減のための技術開発が必

給分を大豆粕で給与する大豆区を設けた。両

要である。そのためには発酵品質を良質に保

区とも分娩後の授乳期は濃厚飼料を補給し

つことを前提としてサイレージ調製までの

た。稲発酵粗飼料は妊娠期では出穂期、授乳

予乾処理、収穫調製時の機械作業体系、飼料

期では黄熟期に刈り取ったものである。試験

イネの品種、収穫時期、施肥条件等の検討が

区はＴＤＮ摂取量、ＣＰ摂取量ともに要求量

必要と思われる。

を下回ったが、大豆区は要求量を上回った。

育全期間給与は可能であると思われる。しか
しながらビタミンＡ制御型肥育において肥

稲発酵粗飼料は、他の粗飼料に比較してビ

妊娠期の雌牛の体重増加は大豆区では

タミンＥ含量が非常に多いことが示されて

50.8kg であったが、単味区ではほとんどな

いる。ビタミンＥは、抗酸化作用を有し、シ

かった、また子牛の生時体重は、単味区が大

ョーウィンドウに展示中の肉の退色を抑制

豆区より軽かった。分娩までの授精回数は大

したり、脂質の酸化を抑制することが示され

豆区では正常であったが、単味区は2.3回と

ている。すでに肥育後期に稲発酵粗飼料を多

多くなった。哺乳量、分娩後の子牛の発育に

給することによって、筋肉中に3.5mg／kg 以

は両区で差は認められなかった。以上より、

上のビタミンＥが蓄積することが示されて

稲発酵粗飼料の単味給与は、哺乳量や子牛の

いるがまだ一例のみであり、牛肉の退色や脂

発育には影響を与えないが、胎児発育や分娩

質の酸化防止の効果は検討されていない。今

後の発情回帰や受胎性に悪影響を及ぼすの

後は、稲発酵粗飼料の給与が牛肉中のビタミ

で、大豆粕等を補給する必要があることが示

ンＥ蓄積に及ぼす影響の解明と、肉色の退色

された。

および脂質の酸化防止に効果があるかどう
か確認が必要と思われる。

(2) 今後の検討課題

これまでの肥育試験では、飼料成分、発酵

これまでβ-カロテンへの懸念から、ビタ

品質などが示されていない場合が多く、とく

ミンＡ制御型肥育では肥育牛への稲発酵粗

に飼料中のβ-カロテンやビタミンＥは、ほ

飼料の給与は肥育前期に限られてきた。今後

とんど分析されていないのが現状である。試

は稲発酵粗飼料の肥育全期間給与、肥育後期

験結果や開発した技術を普及に繋げるため

のみの給与、肥育前後期の給与等のステージ

には、給与試験に利用した飼料の条件等を含

別給与法の検討が必要と思われる。肥育後期

めた情報の提供が必要である。とくに、肥育

のみ給与する試験成績ではβ-カロテンの枝

への稲発酵粗飼料の給与技術確立のために

肉格付けへの影響は小さいという試験成績

は、給与飼料のβ-カロテンとビタミンＥ含

も示されているが、まだ一例のみであり更に

量、血液中のビタミンＡ含量とビタミンＥ含

検討が必要である。

量、牛肉中のβ-カロテンとビタミンＥ含量

β-カロテン含量が稲ワラに近い稲発酵粗
飼料を肥育全期間にわたって給与すると、肥
育牛の血漿中ビタミンＡ濃度が低下した肥
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を測定し、飼料から牛肉までビタミン類の流
れを明らかにすることが重要である。
繁殖牛では、大豆粕を給与することにより

稲発酵粗飼料を通年給与してもて繁殖成績

飼料用稲を基軸とする耕畜連携システムの

に問題がないことが明らかにされた。今後大

確立」があり、稲発酵粗飼料を利用した乳用

豆粕以外の乾草と稲発酵粗飼料の組み合わ

種去勢牛の肥育試験が行われている。平成16

せが、繁殖成績に及ぼす影響を検討する必要

年度からは、中央農業総合研究センターを中

がある。また育成牛への給与はほとんど行わ

心とした「関東地域における飼料イネの資源

れておらず早急に対応する必要がある。

循環型生産・利用システムの確立」と東北農

飼料イネ乾草は、β-カロテンが日光や酸

業研究センターを中心とした「寒冷地におけ

素によって分解されやすいためβ-カロテン

る家畜ふん尿堆肥利用による飼料稲の栽

の含量は乾燥中、また貯蔵中に稲ワラなみ低

培・利用体系の確立」が実施されている。前

下している。したがって肥育全期間を通して

者は稲発酵粗飼料を利用した交雑種去勢牛

稲ワラの代替として利用可能と考えられる

の肥育試験が行われ、後者では、現地での実

が、飼料イネ乾草の給与は肥育前期に限られ

証試験が行われる予定である。
飼料イネの肉用牛への給与に関する試験

る場合が多い。今後、肥育全期間を通した肥

研究の近年の進歩は目を見張るものがある

育試験の実施が望まれる。

が、農家で安心して稲発酵粗飼料が利用され

(3) プロジェクト研究の紹介

るには、さらに技術開発が必要と思われる。

現在、実施されている研究は、全国規模で

肉用牛の飼養試験は長期に及ぶため、今後の

は農林水産省の委託事業である「ブランドニ

試験目標を明確にし、試験研究機関の間で積

ッポン３系」がある。このプロジェクトでは

極的に協力や情報交換を行い、効率的に技術

稲発酵粗飼料を用いた肥育試験の課題が３

的課題を解決する必要がある。

つ、牛肉の品質評価をおこなう課題が２つ、
稲発酵粗飼料のβ-カロテン含量の低減と肥
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Ⅱ－２ 飼料イネ専用品種「ホシアオバ」および「クサノホシ」の
乾物収量およびＴＤＮ含量
長崎県畜産試験場
目的

深川 聡

した。直播区は2001年６月１日および2002

飼料イネは食用水稲栽培の既往技術や既存

年５月29日に二条大麦などで使用する播種

機械の利用が可能であり，水田転作の飼料作物

機を用いて条間30cm で播種し，両年とも６

として長崎県内でも作付面積は年々増加して

月中下旬の３～４葉期に達した頃に入水し

いる。本県で栽培されている飼料イネは，ほと

た。移植区は直播区の入水時に代かきを行

んどが食用品種であるが，生産費低減のために

い，2001年６月29日および2002年６月21日

は単位面積当たりの収量が高い飼料イネ専用

に２～３葉期の中苗を４条の乗用田植え機

品種を作付けしていくことが有利であると考

で栽植密度22.2株/m2として移植した。両区

えられる。飼料イネサイレージのＴＤＮ含量は

とも緩効性肥料を窒素成分量で９kg/10a

いくつかの品種で明らかとなっているものの

を基肥として施用し，追肥は行わなかった。

（ 平 成 13 年 度 自 給 飼 料 品 質 評 価 研 究 会 資 料

除草剤は，直播区では播種直後に土壌処理

2001，稲発酵粗飼料推進協議会 2002），「スプ

剤，入水前の２～３葉期に茎葉処理剤，入

ライス」を除いて本県で栽培されている品種は

水後に初中期一発剤をそれぞれ散布した。

ない。しかしながら，ＴＤＮ含量は品種や生育

移植区では，入水後の初中期一発剤のみ散

段階によって大きく異なると考えられる。さら

布した。防除薬剤は，両区ともカルタップ・

に近年，倒伏に強く，病害に抵抗性をもつ飼料

ブプロフェジン・フルトラニル粉剤を１回

イネ専用品種が相次いで育成されている。

散布した。

そこで，長崎県における乾田直播および移植
栽培に適した有望飼料イネ専用品種を選定し，

② 調査方法
各品種とも黄熟期に地上10cm の高さで

そのホールクロップサイレージのＴＤＮ含量

刈取り，稈長，穂長および茎数を計測して，

を明らかにすることを本試験の目的とした。

生草収量を測定した。一部のサンプルにつ
いて，穂部と茎葉部に分別し，生草重を測

(1) 材料および方法

定するとともに70℃ 48時間通風乾燥して

１）試験１

部位別乾物重を測定し，生草収量に乾物率

① 材料の栽培

をかけて乾物収量を算出した。

試験は長崎県南高来郡有明町の長崎畜試
近郊の水田において，2001年と2002年の２

③ 消化試験の方法
ホシアオバ，クサノホシおよびスプライ

カ年実施した。供試品種は「ホシアオバ」，

スの３品種については，黄熟期で収穫して

「クサノホシ」，「クサホナミ」および「ス

ロールベールサイレージに調製後，黒毛和

プライス」の４品種とし，耕起整地後の乾

種繁殖雌牛４頭を用いて消化試験を実施し，

田直播栽培（以下，直播区）と移植栽培（以

ＴＤＮ含量を求めた。消化試験は馴致期７

下，移植区）との比較を行った。両年とも

日間，予備期７日間および本試験３日間と

１筆の圃場（16 a）を半分ずつに分け，直

した。馴致期間の給与方法は，最初の３日

播区と移植区とを設け，各区とも２反復と

間は飼料イネサイレージとローズグラス乾
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草を乾物比で50：50，４日目から６日目は

されるため，一時的に生育が遅延したため

乾物比で75：25，７日目以降は全量を飼料

と考えられる。品種間差をみると「ホシア

イネサイレージに切り替えた。また，窒素

オバ」が最も早く，次いで「クサホナミ」

成分の補給として尿素を給与し，食塩およ

であり，
「スプライス」および「クサノホシ」

びビタミンＡＤＥ剤とともに給与の際に飼

は同程度であった。

料イネサイレージに添加した。ＴＤＮ含量
は次式により算出した。ＴＤＮ含量=1.25
×可消化粗脂肪含量＋可消化有機物含量
（自給飼料品質評価研究会編 2001）

２）乾物収量
乾物収量，茎数および１茎重を表１，表
２に示した。乾物収量は，2001年度ではい

なお，消化試験は，ホシアオバでは2000年

ずれの品種とも直播区が移植区より16～

度収穫サンプル，
「クサノホシ」および「スプ

2％，2002年度では直播が移植区より５～

ライス」では2001年度収穫サンプルについて

15％低かった。2001年度における乾物収量

実施した。

は，直播区では「ホシアオバ」が他品種よ
りも相対的に高く，
「クサホナミ」は最も低
く，移植区では「クサホナミ」を除く全品
種が1.7t/10a と高い収量であった。
2002年度における乾物収量は，移植区は
2001年度と同様の結果であったが，直播区
では異なる結果となった。すなわち，乾物
収量は「クサノホシ」および「スプライス」
が1.6t/10a 以上と多収であり，「ホシアオ
バ」および「クサホナミ」が1.5t/10a 以下
と低収であった。そこで，年次間差の原因
を解析するため，乾物収量と穂数および１

２）試験２

茎重との相関関係を表３に示した。乾物収

2001年に長崎県東彼杵郡川棚町の水田に

量は2001年度では穂数との相関が相対的に

おいて，耕起乾田直播栽培と移植栽培の品

高く，2002年度では１茎重との相関が強か

種間比較を農家における現地試験として実

った。このことは，図１に示したように2001

施した。耕種概要は試験１にほぼ準じたが，

年度よりも2002年度の日射量が高く，出穂

刈取りは普通期水稲との作業期間の重複を

後の登熟が促進されたことと関係している

防ぐため，いずれの品種も2001年９月16日

と推察された。
「スプライス」は，移植区では両年とも倒

に同時に行った。

伏が発生し，2002年度における直播区でも

(2) 結果および考察

倒伏がみられたことから他品種よりも耐倒

１）出穂特性

伏性に劣ると考えられた。

各品種の出穂日を表１，表２に示した。

試験２における現地試験では，普通期水

出穂はいずれの品種とも移植区より直播区

稲の収穫前に乳熟～黄熟期に達し，適期収

が早かった。これは，播種時期が異なるこ

穫が可能であった。一方，他の３品種では

とに加え，移植区では移植の際に根が切断

登熟の進みが移植栽培では直播栽培に比べ
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て遅れたため，収穫時の穂乾物重比が低く，

た。現地試験においても，移植区の「スプ

乾物収量も直播区に比べ移植区で低くなっ

ライス」には倒伏がみられた。
（表４）

表１ 黄熟期における収量および収量関連形質
区

品種

出穂期
刈取り日
（月／日） （月／日）

（試験１，2001年）

生草収量
（kg／a）

乾物収量
（kg／a）

穂乾物
乾物収量
倒伏程度
重比（％） 比率（％）3） （無0～甚9）

直播区1）ホシアオバ

8/18

9/21

369.2

145.5

51.4

84.3

0

クサノホシ

8/31

10/ 2

302.2

139.3

51.5

79.8

0

スプライス

8/31

10/ 2

312.6

141.7

45.1

79.1

0

クサホナミ

8/31

10/ 2

291.8

137.2

52.8

83.3

0

移植区 ホシアオバ

8/31

10/ 2

441.2

172.5

48.3

100.0

0

クサノホシ

9/ 3

10/ 4

488.4

174.6

47.1

100.0

0

スプライス

9/ 9

10/ 2

437.5

179.2

46.4

100.0

2

クサホナミ

9/ 1

10/ 2

364.3

164.8

50.4

100.0

0

2）

1）2001年６月１日に４条のロータリーシーダーを用いて，播種量乾籾平3.5kg / 10a，条間30cmで播種。
2）2001年６月28日に４条の乗用田植え機を用いて，裁植密度22.2株/㎡で移植。
3）移植区における各品種の乾物収量を100としたときの乾物収量比。
4）施肥量は窒素成分量で9kg / 10aで行った。

表２ 黄熟期における収量および収量関連形質
区

品種

出穂期
刈取り日
（月／日） （月／日）

（試験１，2002年）

生草収量
（kg／a）

乾物収量
（kg／a）

穂乾物
倒伏程度
乾物収量
重比（％） （無0～甚9） 比率（％）3）

直播区1）ホシアオバ

8/19

9/18

349.9

147.0

53.1

0

84.6

クサノホシ

9/ 1

10/ 4

373.2

161.6

52.7

0

93.2

スプライス

9/ 2

10/ 4

376.0

160.8

45.7

2

90.0

クサホナミ

8/23

9/26

346.6

141.1

53.2

0

95.1

移植区2）ホシアオバ

8/29

9/27

427.5

173.7

48.2

0

100.0

クサノホシ

9/ 2

10/ 7

420.0

173.4

52.5

0

100.0

スプライス

9/5

10/ 7

410.7

178.7

51.6

3

100.0

クサホナミ

8/29

10/ 4

325.3

148.3

58.5

0

100.0

1）2002年５月29日に４条のロータリーシーダーを用いて，播種量乾籾平６kg / 10a，条間30cmで播種。
2）６月21日に４条の乗用田植え機を用いて，裁植密度22.2株/㎡で移植。
3）移植区における各品種の乾物収量を100としたときの比率。
4）施肥量は全量基肥（緩効性肥料）として窒素成分量で9kg / 10aで行った。

表３ 乾物収量と穂数および 表４ 長崎県東彼杵郡川棚町の
１茎重との相関係数
（試験１）
現地試験における収量（試験２，2002年）
年度

穂数

１茎重2）

2002年度

0.542

0.175

2003年度

-0.602

0.866

1）１％水準で有意。
2）乾物収量を穂数で除した値。

試験区 品種

刈取り時
生育段階

直播区1）ホシアオバ

乾物収量
（kg／a）

穂乾物
倒伏程度
重比（％） （無0～甚9）

糊熟期

146.8

30.5

0

クサノホシ

糊熟初期

168.7

21.3

0

スプライス

乳熟初期

154.0

18.1

6

クサホナミ

乳熟期

147.1

28.3

0

移植区2）ホシアオバ

乳熟期

159.0

12.7

0

クサノホシ

乳熟期

131.4

14.2

0

スプライス

乳熟初期

118.3

7.70

0

クサホナミ

乳熟期

120.0

26.4

0

1）2002年５月28日に４条のロータリーシーダーを用いて，播種量播種量乾籾平６kg
/ 10a，条間30cmで播種。
2）2002年６月30日に４条乗用田植え機により裁植密度22.2株/㎡で移植。
3）施肥量は全量基肥として，窒素成分量で9kg / 10aで行った。
4）刈取り日は2002年９月16日。
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表５

飼料イネサイレージの飼料成分1）および黄熟期における子実型ソルガムサイレージ2）
との成分比較。

品種

粗タンパク質
含有率（％）

粗脂肪含有率
（％）

粗灰分含有率
（％）

ＮＤＦ含有率
（％）

ＴＤＮ含量
（％）

乾物消化率
（％）

ホシアオバ

6.83

2.63

13.8

36.4

55.1

54.1

クサノホシ

5.76

2.94

13.6

42.3

54.6

55.2

スプライス

5.83

2.64

13.0

49.2

54.8

56.2

平均

6.14

2.74

13.5

42.6

54.8

55.2

ソルガム

8.80

2.90

5.90

36.7

60.7

－

1）飼料イネサイレージのＴＤＮ含量および乾物消化率は，黒毛和種繁殖雌牛４頭による全糞採取法で算出した。
2）飼料成分表（2001年版）より抜粋。

３）飼料イネサイレージの飼料成分お
よびＴＤＮ含量

ノホシ」を作付けするのが良いと考えられた。
また，本県で水稲の収穫よりも遅い時期に飼料

試験１および試験２で乾物収量が最も低

イネを収穫している農家については，現在もち

くなった「クサホナミ」を除く３品種につ

米を利用しているため，今後は極晩生の西海飼

いて，サイレージの栄養成分およびＴＤＮ

253号（農林水産技術会議事務局，農業・生物

含量を表５に示した。飼料成分は，飼料成

系特定産業研究機構2004）の品種登録および種

分表における子実型ソルガムサイレージと

子の安定供給に期待したい。

比べて，いずれの品種とも粗灰分含有率が
高く，粗タンパク質含有率が低かった。消
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Ⅱ－３ 稲発酵粗飼料がルーメン発酵及び乳生産に及ぼす影響
東京農工大学 板橋 久雄
はじめに

ＲＷＣＳの水分含量は65％、粗蛋白質6.8％、

飼料自給率の向上や国内産の安全な飼料を

粗脂肪2.3％、およびＮＤＦ49.5％であった。

用いた家畜生産が求められる中で、稲発酵粗飼

稲発酵粗飼料の発酵品質については、カビ

料（以下、ＲＷＣＳ）は、我が国の気象条件と

などの発生も認められず、良好であった。

湿田に適した飼料作物として注目され、専用品
種の開発や技術の進展および政府の助成政策

２）試験設定

に伴い、その利用が拡大している。また、耕畜

粗飼料としてＲＷＣＳを乾物あたり34%

連携による資源の循環と持続可能な農業生産

給与する区（以下、ＲＷＣＳ区）とスーダ

技術の確立のための有用作物としての期待も

ン乾草を34％給与する区（以下、ＳＨ区）

大きい。

の２区を設定した（表１）。供試牛は同セン

このため、ＲＷＣＳの乳用牛および肉用牛へ

ターのホルスタイン種泌乳牛８頭（平均体

の給与技術の確立をめざした多くの実証試験

重646.5kg、平均分娩後日数128.8日）を用

が全国各地で行われている。しかし、ＲＷＣＳ

い、それらを４頭ずつ２組に分け、ＲＷＣ

の飼料特性についてはまだ十分に把握されて

Ｓ区とＳＨ区に割り当てた。

おらず、特にその給与がルーメン発酵等に及ぼ

給与飼料はＴＤＮ72％、ＣＰ17％になる

す影響についての情報は不十分であり、また、

ように設定した。飼料給与は１日２回とし、

ＲＷＣＳに含まれる子実の消化率が低いなど

ＲＷＣＳについては、給与前に細断機で10

の課題が残されている。本研究では、ＲＷＣＳ

～15cm 程度になるよう切断し、他の飼料と

の給与が乳生産、ルーメン発酵、および採食行

混合して給与した。試験は準備期７日、本

動に及ぼす影響を検討した。

試験期７日の計14日を１期とする反転試験
法で行った。各期の最終３日間に乳量、乳

(1) 材料及び方法

成分、および採食量を測定し、各期の最終

１）供試飼料

日には、ルーメン内容液を飼料給与後０、

東京農工大学農学部附属ＦＳセンター水

２、５時間目に、血液試料を２時間目に採

田で栽培した「くさほなみ」を黄熟期にコ

取し、分析試料として凍結保存した。また、

ンバイン型専用機で刈取り、ホールクロッ

ビデオカメラを設置し、供試牛を24時間撮

プサイレージに調製した。なお、調製時に

影し、採食・反芻行動調査を行った。

乳酸菌等の添加は行わなかった。調製後の

表１ 給与飼料の構成
ＲＷＣＳ区
ＳＨ区

（乾物kg）

RWCS

SH

ヘイキューブ

乳用配合飼料

自家配合飼料

8.4

-

4.5

10.4

1.2

-

8.4

4.5

10.4

1.2

ＲＷＣＳ：稲発酵粗飼料， ＳＨ：スーダン乾草
自家配合飼料の構成：ビートパルプ 26％，綿実 32％，フスマ 21％，大豆粕 21％
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３）分析項目

乳脂率がＲＷＣＳ区で3.86％、ＳＨ区で

牛乳については、乳脂率、乳蛋白質率、

3.72％となり、ＲＷＣＳ区の方がやや高か

乳糖率、無脂固形分率を、および体細胞数

ったが、有意差は認められず、また、乳蛋

マトグラを測定した。ルーメン内容液性状

白質率、乳糖率、無脂固形分率、および体

については、総ＶＦＡと各ＶＦＡモル比率

細胞数にも区間差は認められなかった（表

（ガスクロフ）、アンモニア態Ｎ（コンウェ

２）
。

イ微量拡散法）、遊離アミノ酸濃度（自動ア

３）ルーメン内容液性状

ミノ酸分析計）を分析し、また、プロトゾ
ア数を計測した。血液性状については、グ

飼料給与０、２、５時間後の総ＶＦＡ濃

ルコース濃度、ＢＵＮ、遊離アミノ酸濃度

度、および酢酸／プロピオン酸比の変化を

を測定した。

図１に示した。各時間における総ＶＦＡ濃
度に区間差は認められなかった。しかし、

(2) 試験結果の概要

時間の経過に連れてプロピオン酸の比率に

１）乾物摂取量

差がみられ（表３）、給与５時間後の酢酸／
プロピオン酸比はＲＷＣＳ区の方が有意に

表２に乾物摂取量を示したが、ＲＷＣＳ

高くなった（Ｐ＜0.01）。

区では21.1kg/d、ＳＨ区では21.6kg/d とな
り、両区間に差は認められなかった。なお、

アンモニア濃度はいずれの時間において

試験期間中、供試牛の体重および健康状態

もＲＷＣＳ区の方が有意に高かった（表３）。

に大きな変化はなかった。

ルーメン内容液の遊離アミノ酸濃度はＲＷ
ＣＳ区の方が高い傾向であったが、有意差

２）泌乳成績

は認められなかった。また、プロトゾア数
についてはいずれの時間においても区間差

乳量はＲＷＣＳ区が27.5kg/d、ＳＨ区が

は認められなかった。

28.6kg/d とＳＨ区でやや高くなったが、有
意差は認められなかった（表２）
。乳成分は、

表２ 泌乳成績
乾物摂取量
(kg/d)

乳量
(kg/d)

乳脂率
(％)

乳蛋白質率
(％)

乳糖率
(％)

ＳＮＦ
(％)

ＲＷＣＳ区

21.1±2.0

27.5±4.5

3.86±0.29

3.03±0.22

4.43±0.19

8.46±0.38

ＳＨ区

21.6±1.5

28.6±4.2

3.72±0.46

3.04±0.22

4.44±0.19

8.47±0.37

平均値±標準偏差

表３ 飼料給与２時間後のルーメン液性状
各ＶＦＡ比率（mol ％）

A/P 比

NH4-N
(mg/dl)

遊離アミノ酸
(μmol/dl)

11.8±0.6

3.44±0.53

22.8±2.2**

376.5±86.8

12.1±1.2

3.12±0.25

19.2±2.7

319.8±102.7

Ｔ-ＶＦＡ
(mmol/dl)

Ｃ２

Ｃ３

Ｃ４

ＲＷＣＳ区

11.5±1.3

62.5±4.1

18.4±1.7

ＳＨ区

11.9±1.0

62.1±2.9

20.0±1.1

** Ｐ＜0.01
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平均値±標準偏差

5) 行動調査
各区における採食時間、反芻時間、咀嚼
時間、およびＲＶＩ（粗飼料価指数）を表
５に示した。採食時間はＲＷＣＳ区の方が
短い傾向を示し、これに伴い、咀嚼時間も
ＲＷＣＳ区の方が短くなり、また、ＲＶＩ
もＲＷＣＳ区の方が小さい値となった。

表５ 行動調査の結果
ＲＷＣＳ区

4) 血液性状

採食時間（分）

290.0

356.7

反芻時間（分）

448.3

471.7

咀嚼時間（分）*１

738.3

828.3

35.8

40.4

２

ＲＶＩ *

飼料給与２時間後の血液性状を表４に示

ＳＨ区

１

* 咀嚼時間=採食時間＋反芻時間

した。グルコース濃度および遊離アミノ酸

*２ＲＶＩ（粗飼料価指数）＝ 咀嚼時間／ＤＭＩ

濃度（非必須）に区間差は認められなかっ
たが、ＢＵＮはＲＷＣＳ区が有意に高く（Ｐ
＜0.01）、また、遊離アミノ酸（必須）は
SH 区の方が有意に高かった（Ｐ＜0.01）
。

表４ 飼料給与２時間後の血液性状

ＲＷＣＳ区
ＳＨ区

グルコース

BUN

（mg/dl）

（mg/dl）

必須

非必須

69.6±11.5

22.9±2.7**

78.9±11.2

188.2±17.2

18.6±1.6

88.5±13.6**

197.5±26.6

71.3±8.4

遊離アミノ酸（μmol/dl）

** Ｐ＜0.01

(3) 考察

平均値±標準偏差

～15cm に切断し供与した。ＲＷＣＳの嗜好性は

ＲＷＣＳの乾物給与量は、「稲発酵粗飼料‐
生産･給与技術マニュアル」を参考に設定した。

問題なく、ＳＨ区との間に乾物摂取量の差はな
かった。

試験当初はＲＷＣＳを切断せずに給与してい

今回の試験では、ＲＷＣＳの対照としてスー

た。しかし、専用機により収穫調製されたＲＷ

ダングラス乾草を用いたが、乳量と各成分率に

ＣＳは穂を含めて茎葉の長さが１ｍ近くあり、

ついては両区で同等の成績が得られ、これまで

供試牛によっては慣れるまでに時間を要した。

行われてきた多くの給与実証試験とほぼ同様

また、ロールベールの上下どちらか一方に穂ま

の結果であった。

たは稈が偏っているので、本試験のような制限

ルーメン内容液の総ＶＦＡ濃度については

給餌では、給与時に穂が多かったり稈が多かっ

両区間に有意差は認められなかったが、プロピ

たりとばらつきが多かったので、最終的には10

オン酸の比率はＲＷＣＳの給与により低下し、
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同時にアンモニア態窒素濃度が高い値となっ

率の変化を検討していく必要があると考えら

た。これに伴い、ＢＵＮもＲＷＣＳ区において

れた。

高い値を示した。一般的に、ルーメン内で易利

これまで、ＲＷＣＳの給与が採食・反芻行動

用性のエネルギーが不足傾向になると、微生物

に及ぼす影響を検討した研究は行われていな

による窒素利用が抑制され、アンモニア態窒素

いが、本試験ではＳＨ区に比べ、ＲＷＣＳ区に

濃度が上昇する。余剰になったアンモニアは宿

おいてＲＶＩが低くなった。これは、細断した

主動物のルーメン壁で吸収され、一部を除き肝

ＲＷＣＳを給与したことによる採食時間の差

臓で尿素に合成されて尿中に排泄されるので

が影響したと考えられた。細断した状態であっ

窒素の損失となる。今回の試験結果だけで、Ｒ

ても、ＲＷＣＳ区のＲＶＩは推奨値である31分

ＷＣＳ区でエネルギー不足が生じたと結論づ

/kg を上回っており、これまでの報告どおり、

けることはできないが、ＲＷＣＳはイタリアン

粗飼料として十分な物理性を有していること

ライグラスサイレージ等と比較してＴＤＮ含

が示された。
今後の課題としては、未消化子実の低減およ

量が同等の割にはＮＤＦ含量が低い。このため、
泌乳牛の飼養において主体となる粗飼料がＲ

び繊維消化率の改善があげられる。また、長期

ＷＣＳのみの場合、ルーメン内での繊維の利用

的なＲＷＣＳ給与時におけるルーメン発酵お

性が低い、または籾消化率の低さによる低デン

よび微生物総叢の変化や微生物蛋白質の合成

プン利用率のため、当初見積もっていたＴＤＮ

能の変化を検討する必要がある。

給与値を下回り、ルーメン内のエネルギー不足

さらに、ＲＷＣＳにはトコフェロールやβ-カ

が起こりやすくなる可能性が考えられる。実際

ロテンが比較的多く含まれているが、これらが

に今回の試験のおいても、糞中に多くの未消化

乳や肉の機能性に及ぼす影響についても明ら

子実が確認された。今後は、ＲＷＣＳを長期的

かにすることが重要と考えられる。

に給与し、ルーメン発酵および飼料成分の消化
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Ⅱ－４ ホルスタイン種去勢肥育牛への
飼料用稲ホールクロップサイレージ給与試験
鳥取県畜産試験場 森本 一隆
(1) 試験設計の概要

稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）は、購入乾草や輸
入稲ワラに代替でき、耕畜連携により生産され
る地元産の粗飼料として注目されている。

粗飼料のほぼ全てを稲ＷＣＳのみによるＴ
ＭＲを調製し、乳去肥育牛に給与した。

鳥取県においては、鳥取県畜産農協を中心と

試験区１：肥育の全期間稲ＷＣＳが16％のＴＭ

した取り組み等により近年飼料用稲の栽培面
積が急速に伸びてきており、嗜好性や摂取量に

Ｒを給与
試験区２：肥育の全期間稲ＷＣＳが26％のＴＭ

ついての使用農家の評判は良い。ただし、初冬
から初夏までの限られた季節に、肥育前期の限

Ｒを給与
試験区３：肥育の前期に26％ＴＭＲ、後期に

られた期間の牛に対する給与事例がほとんど
であり、通年で肥育全期間を通じた給与は非常

16％ＴＭＲを給与
肥育期間：Ｈ16年１月～Ｈ17年１月

に少ない。

（12ヶ月間：前期６ヶ月、後期６ヶ月）

近畿中国四国農業研究センターからの依託試
験として取り組んだ「飼料用稲ＷＣＳと地域飼料
資源を活用したＴＭＲ調製技術の確立

試験頭数：９頭（各試験区に３頭）
調査項目：体重・体型測定、飼料摂取量、血中

－乳去

ビタミンＡ濃度、枝肉形質（日格協）

肥育牛への飼料用稲ホールクロップサイレージ
給与試験－」の概要は次のとおりである。

表１ ＴＭＲの組成
項 目
基礎配合
ｱﾙﾌｧｰﾍﾟﾚｯﾄ
飼料用稲ＷＣＳ
合
計

ＤＭ
87.0
88.0
38.0

飼料成分
ＤＣＰ ＴＤＮ
11.0
73.0
14.0
53.0
1.0
21.0

Ｄ Ｍ（原物中）
ＤＣＰ（原物中）
ＴＤＮ（原物中）
ＤＣＰ（乾物中）
ＴＤＮ（乾物中）

飼料成分

表２ 基礎配合の組成
ＴＭＲ組成
16.0％ 26.0％
66.2
52.3
3.3
3.0
30.5
44.8
100.0 100.0
72.3
65.2
7.9
6.5
56.2
49.0
10.9
10.0
77.8
75.1

品 名
ふすま
特ふすま
大豆粕
圧 麦
牛
合 計

割合（％）
22
9
5
30
34
100

表３ 給与計画
区分

飼料用稲ＷＣＳ割合

平成16年１月から16年６月

平成16年７月から17年１月

飼育前期

飼育後期

16％ＴＭＲ
試験区１

試験区２

試験区３

26％ＴＭＲ
16％ＴＭＲ
26％ＴＭＲ
16％ＴＭＲ
26％ＴＭＲ
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(2) 結果の概要

２）発育状況

１）飼料摂取状況

発育状況は、肥育の前半においては３区

飼料摂取状況は、表４に示すようにＴＭ

ともほぼ同じ推移を示したが、肥育後半に

Ｒは試験区２が１頭当たり5,898.4kg と最

は16％ＴＭＲを給与している試験区１，３

も多く摂取していたが、試験区２は稲 WCS

の発育が26％ＴＭＲを給与している試験区

の添加量が26％と多くいわゆる薄いエサを

２より増体重が大きい傾向であった。
（表５、

全期間通じて給与したことから、ＴＤＮ、

図１、２、３、４、５、６）

ＤＣＰの摂取量では、稲ＷＣＳの添加量が

試験区１，２，３の肥育終了時体重は、

16％の飼料を全期間通じて給与した試験区

それぞれ714.0kg、698.0kg、727.0kg であ

１がそれぞれ2,926.0kg、408.9kg と摂取量

り、それぞれの１日増体重は1.24、1.17、

が多かった。なお、試験区１，２，３の稲

1.26kg であった。増体重が最も大きかった

Ｗ Ｃ Ｓ 摂 取 量 は そ れ ぞ れ 1,588.3kg 、

こと、発育のバラツキが小さかったことか

2,640.3kg、2,061.0kg であった。

ら、試験区３の発育成績が最も優れている
と考えられた。

表４ 飼料摂取状況

（１頭当たり：Ｋｇ）

区 分

ＴＭＲ

イネＷＣＳ

ＴＤＮ

ＤＣＰ

試験区 1

5,203.8

1,588.3

2,926.0

408.9

試験区 2

5,898.4

2,640.3

2,888.9

384.6

試験区 3

5,511.7

2,061.0

2,906.3

397.5

表５ 発育状況
区
体重
体高
胸囲
腹囲
尻長
ＤＧ

分

試験区 1

試験区 2

試験区 3

開始時

264.3 ± 29.30

275.3 ± 17.04

279.0 ± 18.00

終了時

714.0 ± 109.6

698.0 ± 94.57

727.0 ± 23.81

開始時

116.4 ±

1.31

115.9 ±

2.49

119.3 ±

3.73

終了時

145.3 ±

3.45

145.7 ±

1.14

147.4 ±

2.95

開始時

146.0 ±

7.55

151.0 ±

3.61

152.7 ±

7.37

終了時

217.0 ± 12.12

214.0 ± 11.00

219.7 ±

7.23

開始時

179.0 ±

178.7 ±

4.73

183.3 ±

5.13

終了時

254.7 ± 11.93

248.7 ± 15.04

260.3 ±

1.53

3.61

開始時

43.3 ±

2.52

44.0 ±

0.00

44.3 ±

1.15

終了時

59.7 ±

2.31

59.7 ±

1.15

61.3 ±

3.51

通 算

1.24 ±

0.359

1.17 ±

0.316

1.26 ±

0.232
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３）枝肉成績

肥育の仕上がりはは不十分と考えられた。

枝肉成績は、表６，７に示されるとおり、

(3) 考察

枝肉重量、ロース芯面積、バラ厚、ＢＭＳ
ナンバーの全ての項目で試験区３が最も良

乳去肥育において、稲ＷＣＳを乾物当たり16

好（それぞれ、396.1±23.6、40.0±2.6、

～26％混合したＴＭＲの給与により通算１日

5.4±0.8、2.3±0.6）であったが、皮下脂

増体重1.2kg 程度の発育が確保できた。

肪厚については1.4±0.2と薄すぎる結果で

ただし26％ＴＭＲはＴＤＮ濃度の薄い飼料

あった。次が試験区1の枝肉成績でが枝肉重

であるため、飼料摂取量が伸びた割には増体が

量で390.6±57.7、ＢＭＳナンバー2.0±０

伴わなかった。むしろ16％ＴＭＲの方がＴＤＮ

であったが、ロース芯面積、バラ厚は試験

摂取量の面では優れていると考えられた。 Ｔ

区１と試験区２に差はなかった。

ＭＲ方式では、総飼料摂取量が増えるほど粗飼

全体的にバラ厚及び皮下脂肪厚が薄く、

料摂取量が増えるため、肥育後期には通常の肥
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うがよいという声がある。

育方式に比べ粗飼料摂取量が極めて多くなる。
そのため、摂取量に対するＴＤＮ含量が低くな

肉質の向上をねらうためには肥育後期用の

ってしまう。また、ＴＭＲ方式で稲ＷＣＳを給

ＴＭＲについてはもっとＴＤＮ濃度の濃いＴ

与している肥育農家からも、基本ＴＭＲのみで

ＭＲを調製するか、肥育の仕上げ時期にはトッ

は肥育の仕上げにはややＴＤＮ濃度が不足し

プドレス方式で増し餌を給与する必要がある

ており、仕上げ時期には濃厚飼料を添加したほ

と考えられる。

表６ 枝肉成績の概要
区 分

ＢＭＳ（№）

ＢＣＳ（№）

締り

きめ

ＢＦＳ（％）

試験区 1

2.0 ± 0.00

4.3 ± 0.58

1.3 ± 0.58

1.3 ± 0.58

2.3 ± 0.58

試験区 2

1.7 ± 1.15

3.3 ± 0.58

1.3 ± 0.58

1.3 ± 0.58

2.3 ± 0.58

試験区 3

2.3 ± 0.58

3.7 ± 0.58

1.7 ± 0.58

1.7 ± 0.58

2.0 ± 0.00

表７ 個体別枝肉成績
格付け

枝重

ロース
バラ厚
芯面積

皮下
脂肪

歩留基
ＢＭＳ ＢＣＳ しまり
準値

きめ

ＢＦＳ

試験区１ Ｃ－１ 436.4

36

4.4

1.4

68.2

2

5

1

1

2

試験区１ Ｃ－２ 409.7

36

5.8

2.8

68.2

2

4

2

2

2

試験区１ Ｃ－１ 325.8

37

4.8

1.7

69.8

2

4

1

1

3

試験区２ Ｂ－１ 393.7

38

5.6

1.3

70

1

3

1

1

3

試験区２ Ｃ－１ 316.6

29

3.8

1

68.8

1

4

1

1

2

試験区２ Ｂ－２ 420.4

44

5.8

1.2

70.6

3

3

2

2

2

試験区３ Ｂ－２ 398.6

42

5.2

1.5

70

3

4

2

2

2

試験区３ Ｂ－１ 371.4

41

4.7

1.2

70.1

2

3

1

1

2

試験区３ Ｂ－２ 418.4

37

6.2

1.6

69.6

2

4

2

2

2
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Ⅱ－５ 稲発酵粗飼料調製時の乳酸菌製剤添加の意義と発酵品質の評価

畜産草地研究所
はじめに

蔡 義民

やすいことが指摘されている１－３)。
乳酸菌の栄養源である可溶性糖類をみると、

飼料イネは遊休水田を有効に活用し、耕畜連
携、飼料自給率の向上、水田多面機能の維持お

飼料イネ専用品種はまさりとクサホナミの両

よび資源循環型畜産等を促進していくうえで、

品種材料中のグルコースとフルクトース含量

極めて重要な役割を果たしている１，４，５）。

は乾物中0.2－0.3％、サッカロースは1.7－

自給飼料の統計資料（農林水産省）を見ると、

1.8％であった（表１）
。飼料イネの可溶性糖類

飼料イネの作付け面積は平成11年度に73ヘク

の含量は、トウモロコシに比べ遥かに低いこと

タールであったが、平成13年度から2,378ヘク

が判明した。従って、発酵初期に乳酸発酵能の

タールまで急増し、平成15年度は約4,917ヘク

高い乳酸菌の添加による可溶性糖類を有効に

タールまでに飛躍的に拡大している。実施県は

利用しない限り、サイレージ発酵品質の充分な

平成11年度の14県から、平成15年度の41県まで

改善が難しいと考えられる。

に増加している。平成15年度に100ヘクタール

表１に示したように、飼料イネに付着する微

以上作付けしている県は15県に達しており、

生物菌数（ｃｆｕ）は新鮮材料草１g 当たり、

200ヘクタール以上は熊本、宮崎、秋田、新潟

好気性細菌が106－107、バチルスは103－104、

および福岡の５県になっている。

酪酸菌は＜103、糸状菌と酵母が103－104、乳

今後、飼料イネの生産量は、急速な増加が期

酸菌球菌が103－104菌数レベルであった。はま

待されている中で、飼料イネの高品質化の調

さりに付着する乳酸桿菌が103菌数レベルであ

製・長期貯蔵および安定的な通年供給技術の確

ったのに対し、クサホナミでは検出されないほ

立が極めて重要である。本稿では、稲発酵粗飼

ど少なかった。

料の調製時の乳酸菌添加の意義、乳酸菌製剤の

農家で自然発酵に依存して調製された稲発

開発と利用および発酵品質の評価について、最

酵粗飼料の多くは、乳酸含量が低く、酪酸含量

近の研究情報を紹介する。

が高い劣質なものが多いと指摘されている。劣
質な稲発酵粗飼料には、好気性細菌、大腸菌群

(1) 稲発酵粗飼料調製時の乳酸菌
製剤添加の意義

およびカビが高い菌数レベルで付着している。

飼料イネは水田作物であるため、茎が堅い中

量が高く、乳酸含量が低い。とくに飼料イネロ

空構造であり、イタリアンライグラスなどの牧

ールベールサイレージの調製・貯蔵過程におい

草ロールベールサイレージに比べ、ラッピング

て、カビの発生や劣質な発酵により、ロールを

後のロール内に保有する空気量が多く、嫌気条

廃棄するケースが少なくない。

また、サイレージのｐＨとアンモニア態窒素含

件の保持が難しい。そのため、サイレージ発酵

したがって、稲発酵粗飼料を調製する際、優

過程においては好気性微生物や糸状菌などが

良な乳酸菌を添加し、材料草中の可溶性糖類を

よく増殖する。また、飼料イネのサイレージ発

有効に利用してサイレージ発酵品質を改善す

酵は、乳酸発酵が円滑に進まず、酪酸やアンモ

るための微生物的制御技術は必要であると考

ニア態窒素が多い劣質な発酵パターンとなり

えられる。また、飼料イネロールベールサイレ

－35－

ージの長期保存による通年利用などへの対応

質な稲発酵粗飼料が調製できる技術の開発が

方策が求められ、より経済的でかつ簡易に高品

待たれている。

表１ 飼料イネの微生物菌種構成と可溶性糖類含量
微生物菌数（材料１g 当たりの菌数・対数）

糖含量（乾物中％）

材料
好気性細菌 バチルス

酪酸菌

乳酸桿菌 乳酸球菌

酵母

カビ

ｸﾞﾙｺｰｽ

ﾌﾙｸﾄｰｽ

ｻｯｶﾛｰｽ

はまさり

6.6

4.3

＜103

＜103

3.2

4.5

3.7

0.3

0.2

1.7

クサホナミ

7.2

3.8

＜103

検出されず

4.5

4.2

3.3

0.2

0.3

1.8

(2)「畜草１号」乳酸菌製剤の開発
と利用

剤が商品化された。この製剤は水溶・噴霧でき

トウモロコシ、イタリアンライグラスおよび

用方法も簡便である。添加水準は飼料イネ新鮮

飼料イネなどの飼料作物と各種のサイレージ

材料草１トン当たり５ｇであり、水道水で溶か

から500株の乳酸菌を分離した。分離菌株につ

して添加すると、20個分のロール調製のための

いて、乳酸菌同定マニュアルに従い、菌形態観

準備時間はわずか５分程度である。専用収穫機

察、グラム染色、胞子形成、カタラーゼ反応、

に添加装置を使用する場合、あらかじめ１ロー

乳酸異性体に関する試験および糖類発酵性試

ル当たりの散布量を調べ、希釈倍率を確認して

験を行った。これらの生理・生化学的性状試験、

おく。各地で実証試験を行った結果、畜草1号

糖分解性状試験および小規模サイレージ発酵

製剤を添加したサイレージでは、ｐＨ値、酪酸

試験を実施し、稲発酵粗飼料調製に有効な優良

含量およびアンモニア態窒素含量が低下し、乳

菌株のスクリーニングを行った。得られた結果

酸含量や品質評点Ｖ-スコアーが高まり、異な

から、ホモ発酵型乳酸菌で好気性細菌や酪酸菌

る品種や地域で良質な稲発酵粗飼料が調製で

などの微生物の増殖を抑制し、低ｐＨ耐性と乳

きる。

るタイプで、調製現場での添加量が少なく、使

本製品の添加コストは300キロぐらいのロー

酸生成能が優れる１つ菌株を選定した。
畜草１号菌株はグラム陽性､カタラーゼ陰性､

ル１個当たり約150円である。この製品は生稲

グルコースからガスを産生しないホモ発酵型

わらや牧草サイレージの調製にも活用でき、そ

で、主にＤＬ型の乳酸異性体を生成する乳酸菌

の添加方法と品質の改善効果は飼料イネと同

である。この菌株は耐酸性が強く、低ｐＨ条件

様である。また「畜草１号」製剤の添加効果を

下でよく生育し、ＭＲＳ液体培地で培養した場

確保するため、飼料イネの水分含量は40％まで

合、多量の乳酸を生成し､培養液の最終ｐＨを

とし、予乾しすぎないように心がける。

3.6まで低下させた。またこの菌株はサイレー
イレージｐＨを4.0以下まで低下させ、長期貯

(3) 稲発酵粗飼料の調製と発酵品
質の評価

蔵しても、カビや大腸菌群など有害菌の増殖を

「畜草１号」製剤の添加効果を実証するため、

ジ発酵過程において、多量の乳酸を生成し､サ

抑え、その発酵品質が安定に保持することが可

埼玉県下の農家で栽培した飼料イネの品種は

能となった。

まさりとクサホナミを黄熟期に刈取って供試

雪印種苗㈱より、「畜草１号」凍結乾燥添加

し、飼料イネロールベールサイレージ調製試験
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を行った。両品種を飼料イネ専用収穫機である

ア態窒素含量が低くなり、乳酸含量が高まって、

自走式カッティングロールベーラ（ＹＷＨ1400、 高品質となった。畜草１号添加サイレージは無
ヤンマー農機株式会社）と自走式ラップマシン

添加サイレージより高い乳酸菌数が示される。

（ＭＷＭ1000、タカキタ株式会社）を使用し、

また、無添加サイレージでは好気性細菌、酪酸

ロールベールサイレージを調製した。乳酸菌の

菌およびバチルスが高い菌数レベルを維持し

添加はロールベーラに装着した自動添加装置

ていたが、畜草１号添加サイレージではこれら

によって行った。

微生物の菌数が少ないか検出されない。長期貯

サイレージの発酵品質と微生物菌叢は表２

蔵の場合、はまさりとクサホナミの無添加サイ

に示したように、貯蔵後60日目と370日目のサ

レージでは糸状菌がｐＨの上昇とカビの増殖

イレージでは両品種とも畜草１号添加により

が見られたが、畜草１号を添加したこれらのサ

サイレージのｐＨ値、酪酸含量およびアンモニ

イレージでは、糸状菌が増殖していない。

表２ 貯蔵後60日と370日目の飼料イネロールベールサイレージの発酵品質と微生物菌叢
60日目サイレージ
はまさり
無添加

370日目サイレージ

クサホナミ

畜草１号

無添加

はまさり

畜草１号

無添加

クサホナミ

畜草１号

無添加

畜草１号

発酵品質
ｐＨ

5.04

3.98

5.18

4.15

4.65

3.75

4.87

3.95

32.37

29.42

32.11

33.54

31.27

30.63

33.33

30.25

乳酸（原物％）

0.24

1.20

0.14

0.93

0.65

1.68

酢酸（原物％）

0.44

0.32

0.46

0.40

0.32

0.43

酪酸（原物％）

0.35

0.01

0.50

プロビオン酸（原物％）

0.04

ｱﾝﾓﾆｱ態窒素（g/kg 原物）

0.79

乾物（％）

ｎｄ
0.24

ｎｄ

0.05

ｎｄ

0.28
ｎｄ

ｎｄ
0.57

ｎｄ

0.07

ｎｄ

0.07

1.24
0.56
ｎｄ
ｎｄ

0.91

0.32

0.21

0.17

0.65

0.24

5.20

6.85

4.65

6.45

微生物菌叢（原物当たりの菌数・対数）
乳酸菌

5.23

好気性細菌

6.32

ｎｄ

5.50

酪酸菌

4.30

ｎｄ

3.50

ｎｄ

3.20

3.50

大腸菌群

ｎｄ

7.52

5.52

6.52

ｎｄ

5.20

ｎｄ

4.50

3.21

ｎｄ

4.30

ｎｄ

3.50

ｎｄ

ｎｄ

3.20

ｎｄ

ｎｄ

バチルス

4.50

4.02

4.80

3.20

4.50

4.35

4.80

3.20

酵母

3.80

4.20

4.20

4.80

3.80

4.20

4.20

3.50

カビ

ｎｄ

ｎｄ

4.60

ｎｄ

＜3.0

ｎｄ

7.50

ｎｄ

ｎｄ，検出されない。

サイレージの品質は，栄養価と発酵品質によ

フリーク評点やＶ-スコアはともに高く、大腸

って評価される。つまり材料の栄養価はどれだ

菌群など不良微生物が検出されなく、乳酸菌が

け損なわずに保存できたかについて、サイレー

多いことが認められた（図１）。これらの結果

ジの品質評価の重要な基準である。長期貯蔵後

から、乳酸菌添加により、サイレージの発酵品

の稲発酵粗飼料の発酵品質を評価したところ、

質が改善され、長期貯蔵してもその品質が安定

官能評定法では畜草１号添加サイレージの色

に保持され、さらに家畜の嗜好性、摂食量およ

沢、香りおよび触感が無添加サイレージより優

び家畜健康によい影響を与えることが示唆さ

れていた。また畜草１号添加サイレージの方は

れた。
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図１．乳酸菌「畜草１号」添加（左）と無添加（右）サイレージの評価
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Ⅱ－６ 飼料イネサイレージ調製における付着乳酸菌事前発酵液（FJLB）
添加の実用性の検証
三重県科学技術振興センター畜産研究部 平岡 啓司
(1) 飼料イネサイレージの発酵特
性と課題

(2) 付着乳酸菌事前発酵液（FJLB）
とその調製方法

一般に、飼料イネは茎が中空で保有する空気

ＦＪＬＢ（Fermented

juice of epiphytic

量が多いこと、材料草に付着している乳酸菌の

lactic acid bacteria:付着乳酸菌事前発酵液）

数が少ないこと等から、乳酸生成が弱く、長大

とは、飼料作物が栽培された土地や気候条件等

作物や牧草類に比べてサイレージ調製が難し

に適した野生の乳酸菌（飼料作物に付着した乳

いとされている（永西ら、1998 堀口ら、1992

酸菌）を事前に培養・増殖させたもので、市販

蔡

2001）。また、穀実部の脱粒による栄養価

乳酸菌添加剤と同等かもしくはそれ以上のサ

の低下や食用米への種子混入の懸念から、予乾

イレージ発酵品質改善効果のあることが、アル

処理を組み込んだ収穫体系はほとんど実施さ

ファルファサイレージにおいて確認されてい

れず、飼料イネ専用収穫機によるダイレクトカ

る（大島ら、1997）。さらに、FJLB 添加は、サ

ット方式によってサイレージ調製が行われて

イレージ発酵品質改善に有効であることに加

いる（浦川ら、2003）。これまでに三重県下で

えて、乾物、有機物、可溶無窒素ならびに粗繊

実施した飼料イネサイレージ発酵品質の結果

維消化率とＴＤＮ含量を高め、乳牛の窒素利用

をみると、それらの発酵品質は年次や収穫調製

率を向上させるといった飼料特性の改善にも

時期による変動が大きく（山本ら、2000）、飼

有効であることが報告されている（後藤ら、

料イネの生育時期や収穫直前までの天候がサ

2001、曹ら 2002）。

イレージ発酵品質の良否に大きな影響を与え
ているものと考えられる（表１）。

小規模での FJLB の調製方法は、サイレージ
調製しようとする材料草100～200g と水1000ml

周知のとおり、飼料イネは、水田基盤の有効

を家庭用ミキサー内で約1分程度磨砕後、2重ガ

活用と国内産飼料の増産といった二つの重要

ーゼでろ過してろ液を得る。次に、このろ液に

な役目を担っていることから、低コストかつ高

１～２％程度の糖（市販の上白糖など）添加し、

品質な飼料イネサイレージの調製技術を確立

密封容器で約30℃前後で２～３日間程度培養

することは極めて重要であると考える。

するだけで、ほとんど失敗なしに調製すること
ができる。FJLB は調製時には材料草由来の緑色

表１．生産現地における飼料イネホール
クロップサイレージの発酵品質
項目

平均値

水分 pH
（％）

総 VFA 量 VFA構成（mol％） VBN/TN V-ｽｺｱ
（FM％） 乳酸 酢酸 酪酸 （％）

65.7

5.2

0.90

45.8 39.8 14.4

8.8

75.1

9.2

0.5

0.52

15.2 13.7 14.1

6.1

23.4

変動係数 14.1

8.8

55.7

33.2 34.5 97.1

67.3

31.1

最低値

54.8

4.9

0.51

26.7 48.2

0

2.4

5.1

最高値

67.3

5.1

1.95

60.5 39.5 25.1

29.5

100

標準偏差

を呈しているが、次第に褐色となり、２日目の
ｐＨ値は3.6前後まで低下し、乳酸菌数が108～
1010cfu／ml の発酵液となる（表２）
。

注）サイレージ発酵品質の調査は、1995～1999年に調製されたも
で実施（ n ＝ 25 ）
（山本ら，2000）
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(3) 付着乳酸菌事前発酵液の飼料
イネサイレージへの添加効果

表２．培養日数にともなう付着乳酸菌事前
発酵液の成分組成の変化

FJLB をイネ新鮮物当たり0.2％（v/w）した飼

PH

総酸

乳酸

酢酸

酪酸

１日目

3.62

9.5

5.7

1.0

2.9

0.1

0

レージに比べて乳酸の生成が促進され、酪酸の

２日目

3.60

11.3

9.3

1.6

0.4

0.1

0.1

生成が抑制された。その結果、ＶＢＮ／ＴＮお

３日目

3.55

12.9

12.3

0.6

0

0.1

0

５日目

3.16

36.5

34.1

2.4

0

0.9

0.1

７日目

3.14

32.4

27.1

5.3

0

2.2

0.1

培養日数

ｴﾀﾉｰﾙ VBN/TN
--------（ mg / ml ）-------- （％）

料イネサイレージの発酵品質は、無添加のサイ

よび乾物損失が低下し、Ｖ-スコアが90以上の
良質なサイレージを調製できることが実験室
レベルで確認された。また、FJLB の培養日数に

注）VBN/TN は、全窒素に対する揮発性塩基態窒素の割合を示す
（平岡ら，2003）

よる添加効果の違いも認められ、FJLB２（２日
間培養）を添加したサイレージは他の FJLB 添
加サイレージよりも発酵品質が優れるという
結果であった（表３）。

表３．ＦＪＬＢ添加が飼料イネサイレージ発酵品質に及ぼす影響
処理区
水分（％）
pH

無添加
58.5

ＦＪＬＢ－１1) ＦＪＬＢ－２
59.2

ＦＪＬＢ－３

53.3

5.04

a

0.15

d

0.10

c

0.04

b

56.9

4.50

d

0.49

b

0.46

a

0.03

b

ＦＪＬＢ－５
56.8

4.73

bc

0.31

cd

0.27

bc

0.04

b

ＦＪＬＢ－７
57.0

Ｓ.Ｅ.Ｍ

2)

1.92

5.05

a3)

4.69

c

4.82

b

0.76

a

乳酸

0.23

bc

0.41

bc

0.33

bc

0.58

0.37

ab

0.27

b

0.54

酢酸

0.18

a

0.04

b

0.06

b

プロピオン酸

0.04

酪酸

0.31

a

0.01

b

0

エタノール（％ ＦＭ）

0.52

b

0.46

b

0.32

b

0.54

b

0.96

a

0.80

a

0.08

ＶＢＮ／Ｔ－Ｎ4) （％）

5.35

ab

5.70

ab

3.62

c

4.60

bc

4.85

abc

5.99

a

0.42

0.04

有機酸（％ ＦＭ）
総酸

Ｖ－スコア
乾物損失率（％）
1)
2)
3)
4)

62.5

b

5.23

0

79.7

0

ab

5.06

0
b

95.1

0

a

b

93.1

3.37

0

a

3.61

数値は付着乳酸菌事前発酵液の培養日数を示す。
標準誤差
同一行内において異なるアルファベットは有意数を示す（ｐ＜0.05）。
全窒素に対する揮発性塩基態窒素の割合。

(4) FJLB の大量調製方法

0

0
b

92.3

0

a

3.49

0.09
0.02

b

88.7

0.63

a

3.70

7.83
0.89
（平岡ら，2003）

切り等で５cm 程度に細切し、網目の細かい袋

FJLB を生産現場で利用するためには、調製方

（洗濯ネットを利用）に材料草を入れ、水道水

法が簡便であること、また品質が安定的で低コ

200Ｌ当たり10kg の砂糖が入った容器内で２～

ストかつ大量に調製できることが必須である。

３日間程度培養して調製した。大量調製する場

そこで、200Ｌ容量の市販タンクを利用して

合の改良点は、材料草の磨砕処理に時間を要す

FJLB の大量調製が可能であるか否かについて

ることから、材料草を５cm 程度に細切すること、

検討した。

また、水道水を満量にしてタンク内上部空間を

200Ｌ容量のタンクを利用した FJLB 調製は、

可能な限り残さないようにすることである。こ

先述した実験室レベルでの方法をスケールア

のようにして調製した大量の FJLB においても

ップして実施した。すなわち、材料草５kg 程度

乳酸生成の促進と酪酸生成の抑制が認められ

を圃場から採取後、カッタブロアあるいは押し

良好な発酵液が調製された。ロールベールサイ
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レージ現物重量によっても若干変化するが、ロ

ージ発酵品質へ及ぼす影響は、0.5～2.0％の間

ールベールの平均重量を280kg、添加量を0.5％

では顕著な差は認められず、いずれも良質なサ

と設定すると、200Ｌでロールベール約140個分

イレージが調製された（表４）
。
FJLB 調製に必要な経費は、市販砂糖代として

に添加することができる。

約200円程度であり、0.5％の添加量（ロール現

(5) FJLB の実用性と生産コスト

物重量を280㎏と設定）で試算すると、ロール
ベール１個当たり約14円程度の低コストで調

飼料イネ専用収穫機（５条刈および２条刈）

製できる。

にそれぞれ添加装置を搭載し、実作業における
FJLB 添加の実用性を検証した。その結果、5条

なお、本試算では、ポリタンクや添加装置等

刈および2条刈いずれの体系でも FJLB を添加す

の初期投資費用は、その他のサイレージ添加剤

ることで乳酸生成が促進され良質なサイレー

と併用できるため必要経費から除外した。

ジが調製された。FJLB の添加量の違いがサイレ

表４．FJLB 添加が飼料イネサイレージ発酵品質に及ぼす影響
処理区

添加率
（原物％）

水分
（％）

－

65.3

乳酸

ｐＨ

酢酸

酪酸

--------------（原物％）--------------

VBN/TN
（％）

Ｖ－スコア

大型体系
無添加
FJLB

5.5

a

0.64

0.32

0.05

8.1

89

0.86

0.37

0.04

6.5

92

2.0

65.3

4.8

b

－

61.7

5.1

a

小型体系
無添加

0.43

a

0.44

0.024

6.5

93

1.37

b

0.34

0

4.6

99

FJLB

0.7

62.7

4.2

b

参考値

－

61.6

5.1

a

0.98

0.42

0.13

6.1

86

1.17

0.32

0.03

3.6

97

1.23

0.39

0.02

4.7

97

無添加

0.5

62.5

4.4

b

FJLB

1.0

61.8

4.4

b

注）大型体系：2003年10月７日収穫調製（供試品種：ホシアオバ、栽培場所：三重県一志郡嬉野町）
小型体系：2003年10月16日収穫調製（供試品種：ホシアオバ、栽培場所：三重県一志郡嬉野町）
参 考 値：2003年８月28日大型体系で収穫調製（供試品種：チヨニシキ、栽培場所：三重県度会郡大内山村）
同一列内の異符号間に有意差あり（ｐ＜0.05）

(6) FJLB のタンク内における性状

（平岡ら，2004）

に大きな変化は認められなかった。従って、１

１日当りの収穫作業時間は、天候や圃場条件
等によって変化するが、８時間程度が平均的な

日の収穫作業時間内では、FJLB の品質劣化は生
じないことが示唆された。
（表５）

ものと考えられる。この間、タンク内部の環境

(7) 不良天候時における FJLB の
添加効果

は、添加作業にともなう上部空間の増加や外気
温の影響を受け刻々と変化し、このことが FJLB
の品質に悪影響を及ぼすことが懸念される。そ

飼料イネが全国的に推進され栽培面積が拡

こで、FJLB（タンク内）の液温、ｐＨ、乳酸お

大する状況下、収穫時期が集中することによっ

よび揮発性脂肪酸、アンモニア態窒素、微生物

て、朝露が残る早朝からの収穫作業や天候不良

数の経時的変化を調査した。その結果、FJLB の

等、収穫作業が不適な条件下でサイレージ調製

液温は、外気温に同調して上昇するものの、ｐ

が行われる場合もあり、結果として劣質なサイ

Ｈ、有機酸含量、アンモニア態窒素、微生物数

レージが大量に生産されることも懸念される。
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そこで、不良天候時における FJLB の添加効果

FJLB を添加したサイレージ発酵品質は、若干の

についてその有効性を検討した。その結果、不

酪酸生成は認められるものの、無添加区にくら

良天候時に調製したサイレージは、無添加区で

べ乳酸の生成が高く、ＶＢＮ／ＴＮおよび乾物

酪酸の生成、ＶＢＮ／ＴＮが高くなり、これを

損失率も低水準となり、不良発酵を抑制できる

反映してＶ-スコアも顕著に低下した。一方、

ことが示唆された（表６）
。

表５．タンク内における FJLB の経時的変化
項

目

タンク上部空間（ m3 ）

FJLB 調製後経過時間（ｈ）
０

１

２

３

６

８

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.08

外気温度（℃）

35.9

36.0

34.0

36.0

38.0

36.0

液剤温度（℃）

27.0

28.2

29.9

31.8

36.9

37.3

3.8

3.8

3.8

3.8

3.6

3.7

乳酸含量

1.41

1.36

1.47

1.35

1.52

1.09

酢酸含量

0.04

0.03

0.05

0.05

0.05

0.04

酪酸含量

0

0

0

0

0

0

アンモニア態窒素

0

0

0

0

0

0

ｐH
有機酸含量（％ＦＭ）

微生物数（cfu / ml）
乳酸菌
酵母
糸状菌

10

8

10

3

0

10

8

10

3

10

8

10

3

0

0

10

7

10

3

0

10

7

10

8

10

4

10

4

0

0

注）FJLB は培養２日目のものを用いた。
2004年７月28日午前 9：00（経過０時間）から午後５時（経過８時間）の間で実施（天候：晴天）。
FJLB は、経過６時間まで20リットル毎タンク内から排出した（実散布を想定）。

表６．不良天候下における FJLB 添加が飼料イネサイレージの発酵品質に及ぼす影響
項

目

水分（％）

FJLB
＋２％グルコース

無添加
64.8

63.4
a

ｐＨ

4.8

総酸（％ＦＭ）

1.27

乳酸（％ＦＭ）

0.31

酢酸（％ＦＭ）

0.47

4.4

62.2
b

4.3

2.01
b

FJLB
＋５％グルコース

1.00

0.96
b

0.05

1.81
a

0.70

Ｓ.Ｅ.Ｍ

1.03
0.53

0.22
a

0.08
0.11

プロピオン酸（％ＦＭ）

0

0

0

0

酪酸（％ＦＭ）

0.43

0.26

0.23

0.05

6.33

0.42

VBN/TN（％）

8.15

Ｖ－スコア

58.5

乾物損失率（％）

12.57

6.94
71.4
8.47

76.4
5.57

4.8
2.34

注）FJLB は、材料草現物当たり0.5％（ｖ/ｗ）を添加。
サイレージ調製は、１リットル容量ポリボトルで実施（貯蔵期間約40日）。
グルコースの添加量は、FJLB 添加量に対する割合％（ｗ/ｖ）。
S.E.M：標準誤差。
同一行内の異符号間に有意差有り（ｐ＜0.05）

(8) FJLB の新たな可能性

つ低コストに調製することが可能であること

FJLB の添加は、飼料イネサイレージの発酵品

から、現場技術としての実用性を十分に満たす

質を改善すること、また、収穫不適条件下で調

ものと考えられ、暖地型牧草やムギ類などサイ

製されたサイレージの品質劣化防止にも有効

レージ調製が難しいとされる飼料作物への応

である。さらに、FJLB は、身近な道具で簡便か

用にも期待できる技術である。現在、当研究部
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では、秋冬期におけるムギ類のサイレージ調製

イネサイレージ調製における FJLB 添加の有効

に飼料イネ専用収穫機を利用することで機械

性お作用機作．日草誌．49（別），

の年間稼働率の向上を検討している。その際、

平岡啓司・乾 清人・山本泰也・吉村雄志・浦

ダイレクトカット方式（無予乾体系）によるサ

川修司・沖山恒明・苅田修一・後藤正和 （2004）．

イレージ発酵品質の劣質化防止対策として

飼料イネサイレージ調製における FJLB 添加の

FJLB 添加を試みている。

実用性の検証． 日草誌．50（別），181-182．

236-237．

先に、後藤ら（2001）は、アルファルファのロ
ールベールサイレージにおける FJLB 添加は、サ

OHSHIMA,M.,E.KIMURA and H.YOKOTA(1997) ．

イレージの発酵品質を改善するだけでなく、飼料

Amethod of making good quality silage

の消化率とＴＤＮ含量を高め、乳牛の窒素利用性

from direct cut alfalfa by spraying pre-

を向上させることを報告している。

viously fermented juice.

以上のことから、FJLB の添加は、サイレージ

Anim.Feed.Technol.66,129-137.

発酵品質のみならず、家畜の自由摂取量や栄養
価の向上等、飼料特性の改善という面からも今

OHSHIMA,M.,L.M.CAO,E.KIMURA,Y.OHSHIMA and

後期待される技術であると考える。

H.YOKOTA(1997)．Influence of addition of
fermented green juice to alfalfa ensiled
at different moisture contents.J.Japan
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Ⅱ－７ 各種乳酸菌添加がイナワラのサイレージ発酵に及ぼす影響
畜産草地研究所 徐 春城
(1) はじめに

菌「畜草１号」製剤（Lactobacillus plantaru

イナワラは稲作の副産物として年間900万ト

m）、市販されているホモ型乳酸菌剤のスノーラ

ン以上生産されているが、そのうち飼料に利用

クトＬ(Lactobacillus rhamnasus)、ヘテロ型

されているのは11.9％の110万トンに過ぎず、

乳酸菌剤のパイオニア11Ａ44(Lactobacillus

多くはすき込み等で十分に利用されていない。

buchneri)、および畜産草地研究所で選抜され

しかし、イナワラは畜産と耕種を結ぶ重要な有

た高温耐性のある PC１(Pediococcus acidilac

機質資源であり、また、輸入粗飼料への依存が

tici)株、バクテリオシンを生産するＲO50(Lac

高まるなか、国産粗飼料の積極的な活用による

tococcus lactis)株の５種類乳酸菌を添加し

安全・安心な畜産物の供給体制を構築するため、 た添加区と乳酸菌を無添加の無添加区の計６
国産イナワラの家畜飼料への利用を図ること

区を調製した。材料を十分混合してからエチレ

は重要である。

ン、ナイロンおよびビニリデンの積層フィルム

イナワラは、乾燥して利用する場合が多いが、 袋内に100ｇ入れ、バキュウムシーラーで脱気
収穫時期以降に秋雨によりイナワラを十分に

して密封し、室内で３ヶ月間貯蔵した。

乾かすことができず、カビの発生など品質が劣

イナワラサイレージの発酵品質を表１に示

化することが多い。それらの問題を克服するた

した。無添加区では、ｐＨが5.67と高く、新鮮

めに、イナワラのサイレージ調製に関する研究

物中の乳酸含量が0.17％と低く、酪酸とアンモ

はかなり前から行われているが（木部ら1973；

ニア態窒素含量が乳酸菌添加区より高く、サイ

萬田ら1976）、収穫直後のイナワラは、70％前

レージ品質が劣質であった。乳酸菌添加区は無

後の水分含量を有するが、発酵に必要な等分が

添加区と比べ、ｐＨが低下し乳酸が多く生成さ

少ないので、生イナワラを単独でサイレージに

れた。乳酸含量は、スノーラクトＬ添加区では

調製する場合は一般に乳酸含量が少なく、ｐＨ

0.04％とわずかに生成されたが、他の３区では

が高い劣質なサオレージになり易いことが指

検出されなかった。また、アンモニア態窒素含

摘されている（木部ら1973；萬田ら1976；蔡ら

量は無添加区より低く、いすれも良質なサイレ

2003）。

ージであった。高温耐性のある乳酸菌株 PC１添

本稿では、乳酸菌「畜草１号」製剤を始め、

加区は、乳酸含量やｐＨなどの指標からからみ

５種類の乳酸菌を添加して生イナワラのサイ

ると市販乳酸菌剤スノーラクトＬとほぼ同程

レージを調製し、発酵品質、貯蔵性、嗜好性お

度であった。ヘテロ型乳酸菌剤のパイオニア1

よび栄養価に及ぼす影響について検討した結

Ａ44乳酸菌添加区では、ｐＨが4.17で無添加区

果を紹介する。

より低いが、他の乳酸菌添加区より高い値であ
り、乳酸含量も1.04％で無添加区より少ない値

(2) 各種乳酸菌を添加したイナワラ
サイレージの調製と発酵品質

であった。バクテリオシンを生産する乳酸菌株

イナワラのサイレージの調製は、平成15年10

スノーラクトＬ添加区よりやや低いが、プロピ

月、埼玉県下の農家で一つの圃場に栽培した食

オン酸、酪酸が生成されることなく、サイレー

用稲（品種：アサノヒカリ）を供試した。乳酸

ジの品質が良好であった。ＲO50株は乳酸球菌

ＲO50株添加区では、乳酸含量が市販乳酸菌剤

－44－

で、サイレージ発酵の初期段階でスターターと

く，新鮮物中の乳酸含量は0.29％と低く，カビ

して活発に増殖する。また、この菌株により生

の発生が認められ，カビの増殖により生じた塊

成するバクテリオシンが酪酸菌や好気性細菌

は，ロールベールサイレージ全体の約３分の１

を抑制し、その後の乳酸桿菌による優勢発酵の

に占めた（図１）
。一方，乳酸菌添加区のｐH は

スムーズな移動を助ける環境造りをする菌と

3.98と無添加区より有意（Ｐ＜0.05）に低く，

なる（蔡2002）。近年、動物腸管に定着した乳

乳酸含量も1.23％と無添加区より有意（Ｐ＜

酸菌によるプロバイオティクス効果が取り上

0.05）に高かった。また，無添加区と比べ，ア

げられ、乳酸菌による動物の整腸効果および家

ンモニア態窒素含量が有意（Ｐ＜0.05）に低く，

畜生産性向上への応用について注目を浴びて

酢酸含量が有意（Ｐ＜0.05）に高かった。プロ

いる。今後、サイレージ調製へのプロバイオテ

ピオン酸および酪酸は検出されず，その発酵品

ィクス乳酸菌である乳酸菌株ＲO50の積極的利

質は良好であった。８ヶ月間貯蔵してもカビの

用に期待されている。一方、「畜草１号」乳酸

増殖がなく，品質が安定して保持された。

菌製剤添加区では、ｐＨが3.77で市販乳酸菌製

サイレージの嗜好性試験は，上記のロールベ

剤スノーラクトＬ添加区より低く、プロピオン

ールサイレージを約３cm の長さで切断したも

酸、酪酸が生成されることなく、アンモニア態

のを供試し，平均体重75.5kg のサフォーク種去

窒素も低く抑えられ、サイレージの品質が優れ

勢成めん羊４頭を用いて不断給飼による実施

た。「畜草１号」乳酸菌株はホモ発酵型、低ｐ

した．すなわち，試験には，全く同じ大きさの

Ｈ耐性と乳酸生成能が優れていた乳酸桿菌で

プラスチック製容器を２つ入れ，間仕切りで添

あり、サイレージ発酵過程の長期にわたって増

加区および無添加区の飼料が混ざらないよう

殖し、旺盛な乳酸発酵によってサイレージのｐ

に２種類の飼料を同時に供試し，１日ごとに左

Ｈを急激に低下させる（蔡2002）。したがって、

右を入れ替えて５日間の調査を行ない，１日１

良質なイナワラサイレージを調製するために

頭代謝体重当たりの乾物摂取量を求めて嗜好

乳酸菌「畜草１号」製剤は最適と考えられる。

性を比較した。その結果，めん羊代謝体重当た
りの乾物摂取量は，乳酸菌添加区が29.4ｇで，

(3) イナワラロールベールサイレージの
調製、嗜好性および栄養価の評価
イナワラロールベールサイレージの調製は、
平成14年10月、埼玉県下の農家で一つの圃場に

無添加区の15.3ｇより有意（Ｐ＜0.05）に高か
った（図２）
。このことから，「畜草１号」乳酸
菌製剤の添加により嗜好性を向上させたと考
えられる。

栽培した食用稲（品種：コシヒカリ）を供試し

嗜好性試験に引き続き，同じめん羊を用いて

た。ロールベールサイレージは、モミ収穫した

消化試験を行った。なお，給与飼料の粗タンパ

直後の生イナワラを市販ロールベーラとベー

ク質含量が12％（乾物中）となるように大豆粕

ルラッパで、梱包とラッピングを行い、乳酸菌

を添加した。消化試験はクロスオーバ法にて行

添加区と無添加区の２種類を調製した。乳酸菌

い，予備期，本試験期それぞれ７日間の全糞採

の添加は、「畜草１号」乳酸菌製剤を使用し、

取法で行った。

ロールベーラに装着したスプレー添加装置に

消化試験の結果を表３に示した。めん羊での

よって行った。調整したロールベールサイレー

混合飼料（サイレージ＋大豆粕）の乾物，粗脂

ジは、屋外で８ヶ月間貯蔵した。

肪およびエネルギーの消化率は，乳酸菌添加区

イナワラロールベールサイレージの発酵品

が無添加区より高い傾向を示したが，有意な差

質を表２に示した。無添加区のｐH は5.35と高

は認められなかった。乾物中の各サイレージの
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可消化養分総量と可消化エネルギー含量を混

サイレージ調製に関する研究－原料わらの

合飼料から大豆粕のそれらを引いて求めると，

水分含量がサイレージの発酵品質と乳牛の

無添加区と乳酸菌添加区でそれぞれ41.7％，

採食量に及ぼす影響．草試研報９，16-24

43.2％と7.71MJ/kg，7.98MJ/kg であり，乳酸菌

坂本宏紗・蔡 義民・田中 治・徐 春城・村
井 勝・小川増弘・吉田宣夫・山井英喜・春

添加区の方が高い傾向を示した。

日政夫・豊川好司（2004）各種乳酸菌製剤添

(4) おわりに

加が稲わらのサイレージ発酵に及ぼす影響．

本稿で紹介した小規模発酵試験法によるサ
イレージ調製試験およびロールベールサイレ
ージ調製試験の結果から，乳酸菌添加によって
イナワラサイレージの発酵品質や嗜好性を改
善され，また消化率および栄養価を向上させる
傾向があることが明らかとなった。
今後，自給粗飼料への需要はますます高まっ
ていくと思われる。乳酸菌を活用した良質なイ
ナワラサイレージ調製・利用技術を開発すると
ともに，乳酸菌が家畜生体へのプロバイオティ
クス効用についても検討する予定である。
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表１．イナワラサイレージの発酵品質 （貯蔵後３ヶ月）
乾物率
（％）

ｐH

無添加区

31.7

畜草１号区

有機酸 （％ FM）
乳酸

酢酸

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸

酪酸

アンモニア態窒素
（g/kg FM）

5.67

0.17

0.16

nd

0.14

0.28

36.0

3.77

2.06

0.18

nd

nd

0.07

ＰＣ１区

32.9

3.86

1.72

0.16

nd

nd

0.14

ＳＮＯＷ区

35.9

3.84

1.87

0.03

nd

0.04

0.09

11Ａ44 区

36.9

4.17

1.04

0.57

nd

nd

0.16

ＲＯ50 区

32.8

4.00

1.58

0.19

nd

nd

0.15

ＳＮＯＷ区：スノークラフトＬ (Lactobacillus rhamnasus)添加区

（坂本ら2004）

表２．イナワラロールベールサイレージの発酵品質 （貯蔵後８ヶ月）
乾物率
（％）

有機酸 （％ FM）

ｐH

乳酸

酢酸

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸

酪酸

アンモニア態窒素
（g/kg FM）

無添加区

31.9

5.35

a

0.29

a

0.12

a

nd

0.02

0.40a

畜草１号区

32.1

3.98

b

1.23

b

0.26

b

nd

nd

0.10b

a, b

有意差あり (ｐ＜0.05)。

（徐ら2004）

表３. イナワラロールベールサイレージの消化率および栄養価＊
無添加区

畜草 1 号区

乾物

58.2 ± 0.68

59.3 ± 1.05

粗タンパク質

76.5 ± 0.46

76.6 ± 0.82

セルロース

61.5 ± 1.79

61.3 ± 1.85

ヘミセルロース

59.2 ± 1.34

59.3 ± 0.82

エネルギー

61.3 ± 0.78

63.2 ± 0.95

53.7 ± 0.68(41.7 )

55.1 ± 0.83(43.2 )

9.9 ± 0.13( 7.71)

10.2 ± 0.15( 7.98)

消化率, ％

栄養価（乾物中）
ＴＤＮ, ％
ＤＥ, ＭＪ/kg

＊：消化率はイナワラとダイズ粕の混合飼料の値
（ ）
：ダイズ粕の TDN および DE を引いて求めたサイレージの値
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事業推進経過
１．この事業に引き継いだ国の補助事業等について

業の中央推進会議の開催、情報収集、技術マニ

(1) 高度肥育（平成９～15年度）

ュアルの作成、により推進。

次の１）
、２）の事業による４場所の共同試験
について、３）の畜産技術協会の事業により推
進と成果取りまとめおよび普及啓発を行なっ
た。

２．
（ＪＲＡ畜産振興対策支援事業）
飼養管理新技術確立・普及推進
事業（平成14～18年度）
(1) 事業の目的

１）肉用牛生産技術体系開発実用化事業（農
林水産省家畜改良センター）の一卵性双

稲発酵粗飼料の肥育利用等農家に導入を急

子（クローン）牛を活用した肥育試験。

ぐ必要のある新しい技術の情報収集、実態調査、

２）畜産再編総合対策（平成12年度から畜産

農水省の生産振興総合対策事業による共同試

振興総合対策）の飼養管理等新技術普及

験の効率的な実施のための関係機関の連携強

対策推進事業の肉用牛高度肥育技術確

化、研究成果の取りまとめ、それらの収集技術

立推進の都道府県分（平成９～13年度、

情報の普及啓発を行なう。

岡山県は平成14年度まで、鹿児島県は平

(2) 事業の内容

成15年度まで、岩手県）の一卵性双子（ク
ローン）牛を活用した共同試験。

このＪＲＡ事業は農水省の事業である前項

３）畜産再編総合対策（平成12年度から畜産

（1）－３）畜産再編総合対策（平成12年度から

振興総合対策）の飼養管理等新技術普及

畜産振興総合対策）の飼養管理等新技術普及対

対策推進事業の肉用牛高度肥育技術確

策推進事業の肉用牛高度肥育技術確立推進の

立推進の公益法人分（平成９～13年度、

公益法人分（平成９～13年度、畜産技術協会）

畜産技術協会）の中央推進会議の開催、

を引継ぎ、高度肥育の共同試験の継続分、およ

情報収集、技術マニュアルの作成。

び平成14年度から開始された前項（２）－１）
生産振興総合対策の畜産新技術実用化対策事

(2) 稲発酵粗飼料（平成14～16年度）

業の地方公共団体分の稲発酵粗飼料活用肥育

１）生産振興総合対策の畜産新技術実用化対

技術確立による共同試験に係る"中央推進会議

策事業の地方公共団体分の稲発酵粗飼

の開催、情報収集、技術マニュアルの作成"を

料活用肥育技術確立に係る共同試験（宮

引き継いで発足し、さらに平成17年度から開始

崎県、平成14～16年度。鹿児島県15～16

された前項(3)強い農業づくり交付金

年度）を、畜産技術協会によるこのＪＲ

強化生産総合対策

競争力

畜産新技術実用化対策の

（平成17～18年度）
による「子牛の損耗防止」
Ａ事業の中央推進会議の開催、情報収集、 推進
技術マニュアルの作成、により推進した。 についても組み入れたものである。
畜産技術協会が行なう事業としては

(3) 強い農業づくり交付金 競争力強
化生産総合対策畜産新技術実用化
対策の推進（平成17～18年度）

１）推進会議等の開催
２）技術情報等の調査・収集、分析
３）技術情報等の普及・啓発

以上１，２に述べた諸事業の関連を図に示せ

この事業により宮崎県が実施した「子牛の損
耗防止」を、畜産技術協会によるこのＪＲＡ事

である。

ば次のようなものである。
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(3) これまでに公表したこの事業
関連の成果品
１）平成14年度；
① 飼養管理新技術確立・普及推進事業
平成14年度報告書「稲発酵粗飼料の肥
育技術に関する共同試験情報第１集お
よびビタミンＡ制御による黒毛和種牛
高度肥育技術に関する共同試験成績」
②「牛肉の品質評価のための理化学分析
マニュアルＶｅｒ．２」

２）平成15年度；
① 飼養管理新技術確立・普及推進事業
平成15年度報告書「稲発酵粗飼料の肥
育技術に関する共同試験情報第２集お
よびビタミンＡ制御による黒毛和種牛
高度肥育技術に関する共同試験成績」

３）平成16年度；
① 飼養管理新技術確立・普及推進事業
平成16年度報告書「ビタミンＡ制御に
よる黒毛和種高度肥育技術に関する共
同試験

ビタミンＡ制御による肥育技

術の確立 第Ⅴ回平成13～15年度」
② 「ビタミンＡのコントロールを用いた
効率的肥育技術Ｑ＆Ａ Ｖｏｌ．２」
③ 飼養管理新技術確立・普及推進事業「ビ
タミンＡ制御による黒毛和種高度肥育
技術に関する共同試験成績総括報告書
（平成９～15年度）
④ 「稲発酵粗飼料の肥育牛への給与技術
に関するマニュアル」

４）平成17年度；
① 飼養管理新技術確立・普及推進事業
平成17年度報告書
「稲発酵粗飼料の肥育牛への給与技術
に関する共同試験・情報収集報告書（平
成15年度～平成17年度）
」
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推進体制
１．中央推進委員会委員
小川 増弘
座長 小澤

忍

(独)農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所
山口大学農学部

常石 栄作

(独)農業・生物系特定産業技術研究機構 九州沖縄農業研究センター

中西 直人

(独)農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所

吉田 宣夫

(独)農業・生物系特定産業技術研究機構 畜産草地研究所

２．共同試験参加県
宮崎県

畜産試験場

鹿児島県

畜産試験場

３．報告書執筆者
(1) 共同試験成績
宮崎県畜産試験場肉牛科

森

弘

鹿児島県畜産試験場肉用牛部

西 博己

(2) 収集情報
板橋 久雄

東京農工大学農学部生物生産学科
(独)農業・生物系特定産業技術研究機構畜産草地研究所

中西 直人

家畜生産管理部 酸肉技術研究室

蔡

義民

飼料調製研究室

徐

春城

飼料調製研究室

平岡 啓司

三重県科学技術振興センター畜産研究部

森本 一隆

鳥取県畜産試験場飼養技術研究室

深川

長崎県畜産試験場大家畜科

聡
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